
鹿島市民図書館だより　「みんと」　１７１号

　
　

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5

7 8 9 10 11 12 13 6 7 8 9 10 11 12

14 15 16 17 18 19 20 13 14 15 16 17 18 19

21 22 23 24 25 26 27 20 21 22 23 24 25 26

28 29 27 28 29 30 31

２月 3月

 
 

  

 

 

 

★ 高齢者のためのレク講座 

★ スタッフのおすすめＣＤ 

★ 読み語り隊サービス 

★ 新着本 

★ ピオ「みにみに図書館」 

★ としょかん日記 
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鹿島市民図書館 

開館時間 

9時30分～19時 

土･日･祝日は17時まで 

 

♪おはなし会 好評開催中♪ 

 あんころもち（0才） 

火曜 14時～ 

きびだんご（0～3才） 

第1・3水曜14時半～ 

おはなし会（3才～） 

土曜14時～ 

・・・お休み 

２月はスゥイーツが大好きな私にとってワクワクする季節。ミルク、ビター、ガナッシュ・・・宝石みたいにきれい

なチョコレートたちがあちらこちらに並んで誘惑してきます。 

お店では買うことのできない、世界に一つだけの心のこもった手作りもいいですよね。以前は、ガトーショコラを

作っていたけれど・・・。今年は久しぶりに手作りしてみようかなあ。図書館には、バレンタインにぴったりのレシ

ピ本やラッピング、メッセージカードの本がたくさんあります。みなさんも今年は大切な人たちへ、手作りのプレゼ

ントはいかがですか？（S） 

「またおいで」 

祝日も開館！ 
＊２月１１日（建国記念日） 
＊３月２０日（春分の日） 
＊３月２１日（振替休日） 

 「おもしろいこと話してましたよ。」と、にこにこ顔のスタッフが児童コーナーから戻ってきました。

『元気ボーイズ』と私がひそかに呼んでいる１年生のやんちゃ坊主3人組の会話を小耳に挟んだようです。 

 「おい(ぼく)、発見したとけ。」と元気ボーイズのひとり。 

 「本を読むときこころで読むぎ、がばい早う読まるっとけ。」 

それを聞いたふたりはさっそく試し、 

 「ほんて！早う読める！」と口々に盛り上がっていたとか。 

きっとそれまでは声に出して本を読んでいて、黙読ができるようになった瞬間だったのでしょう。日頃何気

なしに文字を目で追う大人の私達からすれば、「こころで読む」という表現の何とみずみずしいこと！ 

 本やお話、そして大騒ぎも好きなこの3人は『としょかんのクリスマス会』の時もめだっていました。ク

リスマス会は人形劇団『いちごじゃむ』さんの公演で、サンタクロースも来る予定・・・開場時刻よりかな

り早くきた3人は館内で興奮気味、イベント紹介の放送が入るやいなや自動ドアにぶつかりそうな勢いで走

り出て、会場の最前列に陣取ったところまでは私も知っていました。ところが・・・ 

 「開演直前に一番前の男の子たちが、とっくみあいのケンカをはじめたので、ちゃんと見てくれるか心配

でした。」と、終演後の『いちごじゃむ』さん。知らずにいた私は、まったく冷や汗ものです。でも、人形

劇を見る彼らの横顔はまさに「かぶりつき」状態。くいいるように見てくれていました。『いちごじゃむ』

さんも嬉しかったとか。 

 実はここ数年、お話会にくる子どもが急速に低年齢化しています。小学生があまり来なくなっているので

す。5年前には低学年がたくさん来ていたのですが。少子化の影響だけでなく成長のありようが変わってき

ている気がします。IT社会の進歩はめざましく、ネットやゲーム利用はどんどん低年齢化しています。肉声

で言葉をやりとりし味わうこと、本を「こころで読む」こと・・・そうした経験を経てどうかゆっくり大人

になって欲しいと思います。 

 元気ボーイズ、また来て欲しいなあ。 

                          図書館長 野﨑千代美       

ピオにもあります！「みにみに図書館」 

★ＹＡ企画★付録プレゼントクイズ 

1．応募期間： 2月5日（金）～2月24日（水） 
  

2．対 象 ： 中学生以上（大人の方もどうぞ！） 

 

３．応募方法：  

  申込用紙にクイズの回答と必要事項を記入し、ヤング・コーナーの 

  回収箱に入れてください。 

 

４．抽選の発表： 

  ・3月3日（木）までに館内に当選者のペンネームを掲示します。 

  ・受け渡しは3月30日（水）まで 

雑誌の付録を抽選でプレゼントします！ 

★場所★ 

市民交流プラザ「かたらい」 

   ３階 交流スペース 

    ＊エスカレーター横 

 

ピオをご利用のあいまに、ぜひ、お立ち寄りくだ

さい！ 

 

★おねがい★ 

・交流スペースでの閲覧のみとなります。 

・持ち帰らないようお願いします。 

今日の夕飯の 

レシピを 

探したいな！ 趣味の本はある

かな・・・？ 

高校生向けの本

もあるよ～ 

ヤング・コーナー 
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『でこぼこ てくてく ちりんちりん』 
永峯 広基:著 

サンビーデザイン 

デザイン会社が作った四

国お遍路の写真集。モノ

クロなのに温かく、山の

中の静けさや、お寺、景

色、出会った人の笑顔な

どなど、お遍路の醍醐味

が伝わります。 

『「稼ぐ男」のバレない男性美容』  『孫と私の小さな歴史』 
佐藤 愛子：著 

文藝春秋 

人生の悲哀を辛口ユーモ

アで吹き飛ばす作家、佐

藤愛子。彼女が20年間

年賀状のために孫と撮り

続けたふざけまくりのコ

スプレ写真とエッセイ集。

祖母と孫娘、最強コンビ

です(^^) 

『ほんとのおおきさスター・ウォーズ』 『髙島野十郎 光と闇、魂の軌跡』 

新着本 

東京美術 

謎多く未公開作品の発掘

の可能性も高いことから

「野十郎はまだ生きてい

る」と言わしめる髙島野

十郎。福岡県立美術館の

「没後40年 髙島野十

郎展」の図録です。 

洋 画 

田村 俊人：著 

主婦の友社 

アマゾンのジェフ・ベゾ

スやアップル社CEOの

ティム・クックといった

超一流企業家にとって、

男性美容は常識！ビジネ

スツールとして効果を発

揮するスキンケアやヘア

ケアを紹介。 エッセイ 理 容 巡 礼 映 画 

久保 卓哉：著 

学研プラス 

ホンモノのR2-D2って

どれくらいの大きさ？

チューバッカの顔って

こんなに大きいの！？

とリアルにキャラク

ターを楽しめます。子

どもの頃夢中になった

アナタ、必見！ 

鹿島弁の大型紙芝居「高津原水道ものがたり」 

ふるさとの言葉語り隊」 

鹿島の昔話を鹿島弁

で読み語りをしまし

た。みなさん興味深

くご覧になっていま

した！ 

クイズ 

「今年の干支（えと）は？」 

あたらしく脳トレクイズも取り入れてみ

ました！ 

紙芝居 

「みいちゃんのふゆ」 

季節のなつかしい歌がもりだくさん♪

毎回大人気です 

 

月に１回、巡回しています！ 
平成20年に「絵本読み語り隊」とし

てスタートした高齢者施設への訪問は

今年で８年目。あらたに「ふるさとの

おはなし・ふるさとの言葉語り隊」に

名称が変わりました。 

これまで伺っていないところにも巡回

したいと思っています！ 

と き：午後２時～４時 

ところ：エイブル1階 いきいきルーム（保健センター内） 

講 師：森 恵美さん（武雄市レクリエーション協会会長）  

参加費：無料 

定 員：４５名 

対 象：介護サービスなどの仕事をされている方 

     高齢者のレクリエーションに興味のある方 

申込み：現在、受付中です 

    電話またはカウンターにてお申込みください。 

【２月２１日（日）開催！】 

高齢者のためのレクリエーション講座 

『フレンドシップ 
～オール･タイム･ベスト～ 』 2枚組 

ハービー･ハンコック＆ウェイン･ショーター／演奏 

ユニバーサルミュージック 

 昨年９月には「東京JAZZ」で来日を果たすなど 

 75歳･82歳という年齢にも関わらず、今なお精 

 力的に活動をつづける現代ジャズ界の巨匠“ハー

ビー･ハンコック”と“ウェイン･ショーター”。 

 そんなふたりのデビューから現在までの代表曲 

の名演を厳選して収録したこのＣＤ。時代を超えて

もなお色褪せない魅力が詰まった、味わい深いアル

バムです。 

 

『伝説の歌姫 李香蘭の世界』  2枚組 

 
山口淑子（李香蘭）／歌 

日本コロムビア 

 戦時中、日本人（本籍は佐賀県杵島郡）であるこ

とを伏せ満州映画の女優＆歌手として活躍した大ス

ター“李香蘭”こと“山口淑子”。戦後帰国し、日

本でも女優や参議院議員としても活躍した彼女の代

表曲と幻の未公開曲2曲を含む47曲が収録された

永久保存版。最新の技術で伝説の美しい歌声が輝き

を増して蘇ります。 

図書館にはこのほかにもたくさん新着ＣＤが届いています。くわしくはＨＰの 

資料をさがす・予約する ＞ 新着図書 ページ内の CD・DVD・ビデオ をごらんください★ 

鹿島のなつかしい写真集や大

正・昭和の教科書などをご覧

いただく時間もあります。 

また、職員の方には「仕事に

活かせるオススメ本のリス

ト」を紹介しています。 

高齢者向けのレクリエー

ションの方法を分かりや

すく紹介します。興味の

ある方、ぜひ参加してみ
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