鹿島市民図書館だより

「みんと」

１７２号
鹿島市民図書館

＊お調べもの＊

レファレンス

？

相談：「昔話の絵本を探しています。たぬきが女の人に助けて

★

もらったお礼に糸をたくさん紡いだおはなしで、

★
★
★
★
★

タイトルを思い出せません！」

事 例 紹 介

まだ間に合う！入園・入学
グッズを手作りしませんか？
スタッフおすすめの本
3.11に関するあたらしい本
新着本
ストーリーレファレンス
としょかん日記
…など
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★新しいＣＤ・ＤＶＤが入りました★

回答：「たぬきの糸車」というお話ではありませんか？
▸昔話や民話のことが詳しく書かれている『民話・昔話全情報2000-2007』（日外ア
ソシエーツ編・出）という事典で「たぬき」ではじまるタイトルのおはなしを調べたと
ころ、１４７ページに「たぬきのいとぐるま」というタイトルの民話がありました。内
容は「わなにかかったたぬきを逃がしてやるおかみさんと、糸車のまわし方を覚え、る
すの間に糸をどっさりつむいでおくたぬきの、心暖まる物語。」というものでした。

▸そこで当館にある同じタイトルの本があるかどうか調べたところ、『狸の糸車』（登
龍館）という絵本が見つかりました。

★図書館ではタイトルを忘れた本や絵本を探すお手伝い（ストーリーレファレンス）をしています。
詳しくはレファレンスカウンターへどうぞ！この「？」が目印です→

まだまだあります！ぜひご来館ください♪
【新着ＣＤ】
◎ 邦楽
◎ 洋楽
グラミー賞受賞！
『ＨＡＰＰＹ』 大原櫻子
『ｺﾞｯﾄﾞ･ﾌﾞﾚｽ･ｻﾞﾁｬｲﾙﾄﾞ』ﾋﾞﾘｰ･ﾎﾘﾃﾞｲ
『ＲＡＶＥＬ』
『葡萄』 ｻｻﾞﾝｵｰﾙｽﾀｰｽﾞ
『ＳＡＲＡＨ』ｻﾗ･ｵﾚｲﾝ
小澤征爾
『うたいなおし』 水森かおり
【新着ＤＶＤ】
◎ 邦画
◎ 洋画
◎ キッズ
『くちびるに歌を』 『６才のボクが、大人になるまで。』 『怪盗グル―のミニオン危機一発』
『ふしぎな岬の物語』 『100歳の華麗なる冒険』
『くるみ割り人形』
『福福荘の福ちゃん』 『ハムレット』
『トムとジェリー ショー1』
「春のはじめに」
今度の春は、菜の花は咲きません。図書館の前庭にここ数年咲かせていた花のことです。４年前に佐賀農業高校の
インターンシップ生と一緒に種をまいたのが発端で、毎年こぼれ種の芽が出るのを、草むしりのついでに拾って移植
していたのです。受験勉強ラストスパートの時期に、東側閲覧席から明るい早春の花が眺められるのはなかなかよ
かったのですが。今年はやめました。大きく育つとどうしてもひっくり返って花姿が乱れるからです。

祝日も開館！
＊３月２０日（春分の日）
＊３月２１日（振替休日）
＊４月２９日（昭和の日）

・・・お休み
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開館時間

山村暮鳥（ぼちょう）の「風景 純銀もざいく」というすべてひらがなの詩をご存じでしょうか。

9時30分～19時

いちめんのなのはな

土･日･祝日は17時まで

いちめんのなのはな
いちめんのなのはな

土
2
9
16
23
30

♪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～

【中略】
いちめんのなのはな
かすかなるむぎぶえ
いちめんのなのはな
【中略】

おはなし会（3才～）

いちめんのなのはな

土曜14時～

いちめんのなのはな
やめるはひるのつき
いちめんのなのはな

３連の詩のほとんどは同じフレーズの繰り返しで、一面に広がるあのレモンイエローの花が目に浮かぶようです。と
ころどころに入る１行、たとえば「病めるは昼の月」からは春のどこか危うい感じも伝わってきます。
やっぱりそうなのです。菜の花は河原や田に群がって一面に咲く花。窓際に一列に並べて植えても倒れるよなあと
「歳と共に誰もが子供にかえってゆくと 人は云うけれどそれは多分嘘だ
思い通りにとべない心と動かぬ手足 抱きしめて燃え残る夢達」
さだまさしさんの「療養所（サナトリウム）」の一節です。
加齢だけでなく、病気や事故によっても、追いかけてきた“夢”は突然奪われてしまいます。日々の生活の中で希薄
になっていく“夢”という言葉。“夢”に向き合うのは叶わなくなってからなのかもしれません。動けるうちに“夢”
を叶える、でも自分の“夢”って？、日々自問自答です。（Ｔ）

④

みんなで

育てる

楽しい「みんと」

思います。隣の株と根や茎をからませあい群れをなして咲く花だったのです。春一番が吹き渡っていく広い大地にこ
そふさわしいのでしょう。
春、卒業や新スタートの季節です。自分にあった地でしっかり根をはって自分らしい花を咲かせて欲しいと、見送
る大人たちは思います。時に自分はどうだろうと自省しながら。
図書館の前庭には今、チューリップの芽が出ています。春本番は間近です。

本は

ともだち

鹿島市民図書館

図書館長 野﨑千代美
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♪そろそろ入園・入学ですね♪

まだ間に合う！手作り入園・入学グッズ

「みんと」１７2号

東日本大震災から５年です。
2015年に出版された震災関連の本を紹介します
『放射線像 放射線を可視化（かしか）する』

今からでも間に合う、切って貼るだけ！縫わずに作る！入園入学グッズがいろいろ載っています。
レッスンバック、上履き入れ、体操着入れなどなど・・・手作りしてみませんか？

森 敏、加賀谷 雅道：著 皓星社
表紙の軍手の黒い部分が放射線汚染です。
「将来のために放射能汚染を目に見える形で記録したい」と、福島第一原発事故で
汚染した動植物や日用生活品60点余りを掲載。
放射能汚染を写し取ったことも、これだけの量の放射線像が本になったことも、歴
史上はじめてのことだそうです。

▸雑誌「コットン・タイム」2016年3月号 主婦と生活社
▸『はじめてママでも安心 すぐ作れる通園通学BOOK』
日本ヴォ―グ社

▸『かんたん！新しい！
『釜石の奇跡 どんな防災教育が子どもたちを救えるのか』
NHKスペシャル取材班：編 イースト・プレス
『今、この本を子どもの手に』 東京子ども図書館：編
本を失った被災地の図書館でもう一度本を選ぶために作られたブックリストです。

アイロンプリントでつくろう 通園・通学グッズ』
Goma：著 文化出版局

1月30日（土）、エイブル2階和室にて『冬

地域コーナーにあります！

の特大おはなし会』を開催しました。

『佐賀県 災異誌』第６巻

今年は稲葉ゆう子さん、古枝小おはなし会アッ

佐賀県、2015年

プルパイさんが登場！楽しいおはなしの後は、

2004～13年に発生した地震・台風・暴風害などの災害について、発生から終息までの降水

みんなで「ふくわらい」に挑戦しました。参加

（雪）量や注意報の推移、農作物やビニルハウスの被害額などのデータをまとめています。

してくれたみなさんの笑い声で私たちスタッフ

佐賀県で起こった災害について知るためにはまずコレ！数値、図、気象衛星画像などで分かりや

の心も温まった一日でした♪

すく読みやすい報告書です。防災・減災を考えるために、ぜひご利用ください。

★インターネットで最新の復興状況を知ることができます★
実際にサイトをごらんになりたい方はレファレンスカウンターへどうぞ！

『宮崎 駿の雑想ノート』
宮崎 駿：著 大日本絵画：出 1997年
誰もが知るアニメ映画界の巨匠、宮崎 駿。

・朝日新聞東日本大震災4年特集アーカイブ

その豊富な知識と妄想で構築した、男の子の夢が詰まった1冊。

http://www.asahi.com/shinsai_fukkou/archive/2015.html

細かな書き込みや見ていて飽きないイラストで,、大人から子どもま

・東日本大震災アーカイブ

で楽しめます。

http://nagasaki.mapping.jp/p/japan-earthquake.html

ジブリ好きというより宮崎駿が好きな人にオススメです。
「紅の豚」の原作も載っています！

★図書館ではインターネット上の公的機関等の情報を探すお手伝いもしています★
新着本

『北東アジアの中の弥生文化』上

『小松とうさちゃん』

②

考古学

「みんと」の

みんは

－ 送られた相手が元気になる－』

西谷 正 :著
梓書院
考古学をリードしてきた西
谷さんが、原稿が赤ペンで
真っ赤になるほど文章を改
め、一般の人向けに作られ
た講演集。東アジアの古代
国家の成り立ちや魅力につ
いて語られています。

絲山 秋子：著
河出書房新社
人生を淡々と生きてきた
52歳の非常勤講師小松
の恋と、そんな彼を見守
るネトゲに夢中な年下敏
腕サラリーマン宇佐美の
憂鬱。絲山秋子が贈る、
小さな奇蹟の物語。

小説

『お見舞い・お悔やみ・励まし文例集

「みんな」の

みん

手紙

現代レター研究会 ：著
法研
なぐさめや励ましの気持ち
をどのように書けばいいか
分からない時におすすめの
本です。定まった形を知る
ことでいざという時自分ら
しい言葉で気持ちを伝えら
れるはずです。

『あなたのまちの政治は案外、
あなたの力でも変えられる』

『ロシアのスープ』
荻野 恭子：著
WAVE出版
ボルシチだけではありま
せん。ロシアには季節ご
とにおいしいスープがた
くさんあります。材料や
調理の段取りもシンプル
なのですぐに作ってみた
くなります。

五十嵐 立青（たつお）：著
ディスカヴァー21
自分は「まちの政治」
につながっていて、半
歩でも動き出すことで、
何かが起こる・・・
「動き出す選択」のヒ
ントがたくさん詰まっ
た1冊です。
地方自治

料理

ねえ

ねえ

みてみて

みんなの

「みんと」
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