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ぷち❤ギャラリー

鹿島市民図書館

わたしの手仕事

■夏休みこどもイベントのおしら
せ～小学生のための読書感想文講
座・有明海学2016～
■レファレンス事例紹介：
熊本地震について
■新着本
■今年上半期ベストセラーの本
■ぷちギャラリー

図書館の入口の小さなギャラリーに手作りの作品をかざっ
てみませんか。現在は「どんぐりファミリーのいちねん」
です。「かわいい～」の声をたくさんいただいています
(^^)飾ってみようかな？という方、お待ちしています♥♥

★2016上半期ベストセラーの本（日版調べ）、図書館ではどれくらい貸し出しされたかな？★
１位 『天才』石原 慎太郎

13

9回
21回

２位 『おやすみ、ロジャー 魔法のぐっすり絵本』
カール＝ヨハンソン・エリーン

回

３位 『羊と鋼の森』宮下 奈都

24回

４位 『君の膵臓をたべたい』住野 よる

51

５位 『火花』又吉 直樹
回

25回

６位 『嫌われる勇気 自己啓発の源流「アドラー」の教え』
岸見 一郎ほか

57回

７位 『置かれた場所で咲きなさい』渡辺 和子

一般財団法人
鹿島市民立生涯学習・文化振興財団
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http://www.library.city.
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・時

7月3日（日）
天の川お星さまおはなし会
間：10～12時

・場

所：エイブル１階保健センター いきいきルーム

・対

象：小さなお子さんから大人まで。どなたでも！

・申し込み：不要です
・内

容：読み聞かせボランティアさんと
図書館スタッフによる絵本や紙しばい、マジックなど

★宇宙科学館からお知らせとプレゼントもあるよ！★
「くまモンに負けない」

・開館時間・

祝日も開館！

＊７月１８日（海の日）
＊８月１１日（山の日）

・・・お休み
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9時30分～19時
土･日･祝日は17時まで
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・おはなし会・
あんころもち（0才）
火曜

14時～

ちょっと欲張りすぎやろ、と初めて見た時は思いました。鹿島市のキャラクター「かし丸くん」のこ
とです。ご覧になったことがありますよね？知らない方に説明するとなると難しい。頭はきつねとみか
んが合体、酒蔵の白壁をあしらった袴に家紋は桜のデザイン、むつごろうのポシェットをさげています。
単に熊、というくまモンからすると、鹿島の郷土色がてんこもりです。しつこいかと思いきや、見慣れ
るとこれがかわいい。つぶらな瞳も赤いほっぺも可憐です。
実は図書館のカウンターに、ぬいぐるみの「かし丸くん」が置いてあります。高さ４０cmくらいで、

きびだんご（0～3才）

ここ２年間ずっと利用者の方をお出迎えしています。これは限定５体で作られた「レアもの」で１体数

第1・3水曜14時半～

万円(非売品)だとか。

おはなし会（3才～）
土曜14時～

金額はさておき、子どもたちには大人気でなかなかの活躍ぶりです。時にぐずる赤ちゃんをあやし、
時にプレゼントのゴーヤやイベントのちらしをひざにのせ、「ぬいぐるみのお泊まり会」では「１日図
書館長」として、子どもたちから預けられたぬいぐるみを率いて夜の館内で絵本を選びました（･･とい
う写真をとった、が正確ですが）。先日の「読書手帖を作ろう」の企画には、２００人を超える参加が
あったのですが、かし丸くんスタンプ（特大消しゴムを用いた手製）は大人気で、ほとんどの読書手帖

先日、よそのお家の軒先でふしぎなアサガオの鉢を見かけました。姿かたちはアサガオ、でもピン
クの花はカーネーションみたいにチリチリ。はやりの新種かなと思ってしらべてみたら「ひげさき

に押されていたようです。
ちょっと和みたいなあという気分の時など、図書館の「かし丸くん」の頭をなでてみるのもおススメ
です。かし丸くんとともにご来館をお待ちしています。

アサガオ」といって江戸時代からあるそうな。へえ～・・・。

図書館長 野﨑千代美

この木なんの木？この花なんの花？という時は、図書館のレファレンスカウンターでいっしょに調

べてみませんか。お待ちしています(^O^)（H）
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＊ふたつの講座があります＊
■「ウナギ塚漁の科学 編」１0時～1１時30分

＊当日は、書き方についておはなしします。会場で感想文は書きません＊

■「クラゲの科学

７月28日（木）市民図書館

8月４日（金）浜公民館

時 間：１0時～12時
ところ：エイブル３階研修室
定 員：60名

時 間：10時～12時
ところ：2階会議室
定 員：45名

くわしくは館内のチラ
シや図書館ホームペー

編」１３時～15時

ところ：干潟展望館

ジをご覧ください！！

対 象 ：どなたでも（小学生の場合は保護者同伴）
定 員 ：どちらも２０人（先着順）
参加費：「ウナギ塚漁の科学編」は保険料として５０円ほど
申込方法：図書館カウンターで受付、もしくはファックスにてお申し込みください。

申し込み：７月９日９時半
から（先着順）

＊お調べもの＊

レファレンス

受け付け：カウンター又は
電話（図書館☎63-4343）

？

事 例 紹 介
▸

Q：「熊本地震について、現在の状況や支援について
具体的な数字で知りたい。」
A：インターネット上のホームページで情報を公開しています。

「平成28年熊本地震に関する災害対策本部会議資料」熊本県庁ホームページ
http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_15459.html（6月17日確認）
・前震のおこった４月14日以降、県災害対策本部会議資料を随時追加しています。
・内容は、被害状況・関係機関の活動・廃棄物処理・ライフライン・仮設住宅などの現状の数値。
気象台発表資料そのほかの資料も含まれます。
・被害速報である「熊本地震に係る被害状況等について」は、第16報から随時追加しています。

▸

「平成28年（2016年）熊本地震の概況」国立国会図書館ホームページ
http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_9979249_po_0910.pdf?contentNo=1（6月17日確認）
・国立国会図書館刊行「調査と情報-Issue Brief」第910号です。
・地震の概況、救難・支援、被災者の生活環境や健康の問題について、全10ページの速報。
・地震が与える影響や復旧・復興の状況、今後の課題等については、
夏以降の刊行予定です。

新着本

『数学する人生 岡潔（おか きよし）』

『殉教者』

小説

②

加賀 乙彦：著
講談社
国東半島に生まれ聖地
エルサレムへの海と砂
漠5万3千キロの旅。
ローマで司祭となり禁
教の日本で殉教したペ
トロ岐部。わずかな記
録から彼の信仰の最奥
を描いた力作。

エッセイ

「みんと」の みんは 「みんな」の みん

森田 真生：編
新潮社
世界的数学研究者の岡
潔の味わい深い文章で
つづられる、数学のこ
と、感性と情緒、晴耕
雨読の日々のこと。自
ら在野にあって岡を敬
愛してやまない若手数
学者が編集。

『われらは愛と正義を否定する

『それでも母が大好きです』

脳性マヒ者横田弘と「青い芝」』

横田 弘ほか:著
生活書院
1970年代、過激とも
評される障害者運動の
中心にいた横田弘と研
究者の対話。障害児殺
しへの異議申し立て、
川﨑バス闘争など、時
代を振り返ります。
社会福祉

親子関係

細川 貂々（てんてん） ：著
朝日新聞出版
『ツレがウツになりま
して』の著者がふと気
づいてしまった母との
苦しい関係。それでも
お母さんが好き！だか
らこそ解き明かしてみ
た、子供のころからの
母の影響とは？

ねえ

ねえ

みてみて

『ノンシュガー＆ノンオイルで作る
アイスクリーム、シャーベット』
岡本 ゆか子：著
河出書房新社
アボガドのアイスや甘
酒とリンゴのシャー
ベット。簡単に作れて
ヘルシーな冷たいおや
つが家にあると思うだ
けで、楽しくなりそう。
料 理

みんなの

「みんと」
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