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デジタルで本が楽しめる今だからこそ、

鹿島市民図書館

絵本の持つ力、読み語りの持つ力について考えてみませんか。

１月２２日（日）

■年賀状の季節ですね

本の紹介もあります。

■新しいDVD・CD

読み語り講座

時

間： 午後２時～４時

■新刊案内

「今なぜ、子ども達に
絵本・読み語りが必要か！」

場

所： エイブル３階 研修室

■クリスマスにおすすめの本

講

師： 前園 敦子さん

■読み語り講座のおしらせ
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対

象： 読み語りに興味のある方
読み語りボランティアの方
定 員： ３０名ほど
参加費： 無料

１２月２３日
（金・祝日）
としょかんの

クリスマスシーズンにおすすめの本♡
『ファーザー・クリスマス

サンタ・クロースからの手紙 』

J.R.R.トールキン：文 評論社
1992年、イギリスの小さな3人兄弟へ届いた手紙には「ほっきょく

クリスマス会

サンタのい

時

間： 午後２時～３時

場

所： エイブル１階 保健センター内

対

いきいきルーム
象： 幼児から小学校低学年くらいまで

え」とちょっと震えた文字で書かれた差出人の名前。手紙にはふしぎな文字やイ
ラスト付きで北極の愉快な暮らしやハラハラする冒険が綴られ、妖精のノウムや
雪人（ゆきびと）、サンタの助手の白熊も登場。20年にわたって届いた手紙はと

申し込みはいりません。
興味のある方は、どなたでもどうぞ！

うとうこの本になったのでした。
さて、ではサンタさんの正体は…？それは、読んでからのおたのしみ！

「図書館の回覧板」
この「みんと」を回覧板で読んだと嬉しいお声かけをいただくこともありますが、実は図書館内で
祝日も開館！

＊１２月２３日天皇誕生日
＊ １月 ９日成人の日

・開館時間・

も「回覧板」が活躍しています。シフト制の勤務で全員そろわない、館内の静けさを保つため話し合

平 日9時30分～19時

いはできにくい･･･という職場では重宝なのです。○○について賛成・反対とか、Ａ案とＢ案を選ぶ

土･日･祝日は17時まで

とか。「正」の形に線を引くというアナログなやりかたで意見表明するのです。たいがい意見は分か
れます。だからこそ検討しているわけで分かれるのは当然なのですが、珍しく全員一致したことが先

・・・お休み
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土
3
10
17
24
31

日
1
8
15
22
29

月
2
9
16
23
30

１月
火 水 木
3 ４ 5
10 11 12
17 18 19
24 25 26
31

金
6
13
20
27

・おはなし会・
土
7
14
21
28

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～

日ありました。雑誌が1冊挟み込まれた回覧板の内容を紹介します。
「雑誌の見本が届きました。『九州の食卓』です。熊本県の会社が出版しています。「食卓と畑を
結ぶ」ための情報を「九州産」にこだわって読者に届けていらっしゃるそうです。第一次産業は鹿島
も多いですし、「九州」ですのでもちろん「佐賀」も含まれます。いかがでしょうか？もし購入する
としたら年4回の購読で･･･」と予算の話が続きます。雑誌コーナー担当Ｋさんの思いは通じて全員
賛成で購入決定。もうじき図書館の雑誌コーナーに並ぶはずです。

このように、市民のニーズに合うか、地域の特性に合うか、貸出回転率はどうか、類似資料の有無
はどうかなど、基準に照らし合わせながら図書館は本や資料を選んでいます。雑誌は今、週刊・季
刊・月刊をとりまぜて150種類以上を置いていて、最新号は館内利用のみですが1年分はバックナン
バーがあり貸出もできます。
「『暮らしの手帖』は今見てもおもしろかったけん、本屋で買うことにした」とおっしゃる利用者

先日ハウステンボスに行ってきました。ウキウキしながら入場ゲートをくぐったのですが、いざ入ると
広い敷地のどこに何があるかさっぱりわからず、案内図を探して走りに走りました。行き当たりばった
りの旅も楽しいですがやはり事前の下調べは必要だと実感しました。図書館には国内・国外のガイド
ブックがあります。お出かけの予定がある時は是非ご利用ください。ちなみに私は行った事のない場所
のガイドブックを借りて空想旅行するのも大好きです。（Y）

④

みんなで

育てる

楽しい「みんと」

さんがいました。ＮＨＫの連続ドラマ「とと姉ちゃん」の影響なのでしょう。そんなふうに、購入前
の試し読みの場として図書館を活用するのもオススメです。
図書館長 野﨑千代美

本は

ともだち
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そろそろ、、、。年賀状の季節ですね！

新しいＤＶＤが入りました！
日本の映画
▸海街ｄｉａｒｙ
▸おかあさんの木
▸桐島、部活やめるってよ
▸さいはてにて

貸し出しカウンター前に年賀状づくりの本のコーナーをつくりました！

かわいい鳥、水墨画タッチの鳥、和モダンのイラストなどなど、、、。
オリジナルの年賀状づくり、応援しています！
『とり年のゆる文字年賀状』
宇田川 一美:著 誠文堂新光社

『鳥を描く 水墨画年賀状 』
水墨画塾編集部:編 誠文堂新光社

「みんと」１８１号

名作
▸羅生門

外国の映画
▸アリスのままで
▸マイ・インターン
▸トゥモローランド

『和モダン 手づくり年賀状』
日貿出版社:編･出版

健康
▸骨の病気
▸歯の病気
そのほか
▸土つくり・肥料の基礎と基本技術No.2
▸かんたん！水耕栽培生活
▸あなたにもできる、
愛犬のしつけ&トレーニング
▸ゴルフ上達術
（ショット編・トラブル編）
▸茶の湯と出会う No.1～2
▸巨大災害 No.1～5

キッズ
▸赤ちゃんの赤ちゃんによる
赤ちゃんだらけの手遊びうた
▸あそんでおぼえる学習DVD
「ひらがな」「たしざん」「とけい」
アニメ
▸小さなプリンセス ソフィア
▸ミッキーのモンスターミュージカル

キッズ
▸そつえんおめでとう
▸小学生のための心のハーモニー ﾍﾞｽﾄ！４
「二分の一成人式の歌・感謝の歌」
▸ムシカ・ピッコリーノ
▸にほんごであそぼ
「ちょちょいのちょい暗記」

新しいCＤもあります！
日本
▸E．G．SMILE／E-girls
▸Ｊａｐｏｎｉｚｍ／嵐
▸ＫＩＮＧ ＯＦ ＢＥＳＴ／ＲＣサクセション
洋楽
▸♯１インフィニティ／マライア・キャリー
▸ナッシング・ハズ・チェンジド／デビット・ボウイ

アニメ
▸スタジオジブリの歌オルゴール
▸妖怪ウォッチ ミュージックベスト

そのほか
▸ナイツ爆笑万才スーパーベスト

『世界一の動物写真』

『お手がみください』

『パフェログ
目で味わう、舌で愛でる至福のパフェ・アーカイヴ』

913.6ﾀｶ

②

小説

高森 美由紀：著
産業編集センター
小学2年生の眞子の夢
は、一緒に住むひいば
あちゃんと手紙を交換
すること。なのに書い
ても書いても返事はこ
なくて…。忘れかけて
いた大事なことを思い
出させてくれる長編小
説。

481.7 ｾ

動物

R・K・コックス：編著
尾澤 和幸：訳
日経ナショナルジオグラ
フィック 社
ネイチャー写真賞とし
て有名な「ワイルドラ
イフフォトグラファー
・オブ・ザ・イヤー」
の受賞作品集。多くの
人が見ることができな
い大自然の一瞬が切り
取られています。

みんとの「みん」はみんなの「みん」

瀧本 広子：編
農文協
しめ縄や鶴、亀、宝船
などのお正月向けのお
かざりのほか、吊るし
トウガラシやホウキの
作り方など、実用的な
わら工芸を紹介。家族
や仲間でワイワイ作っ
ても楽しそう！

オレンジページ
有名な老舗フルーツ
パーラーや喫茶店だけ
ではなくファミレスや
チェーンのコーヒー
ショップのパフェ45
品をうっとりするよう
な写真とともに紹介。
うれしいレシピ付き。
あぁ食べたい…。
596.6ﾊﾟ

おかし

『俺たちの１０００枚 10Artists×100Albums』

『つくって楽しむ わら工芸』

583.9 ﾂ

764.7ｷ

わら細工

ねえ

ねえ

みてみて

みんなの

音楽

木村 ユタカ：編著
シンコーミュージックエンタ
テイメント
音楽マニアのためのガ
イドブック。曽我部恵
一、チバユウスケ、片
寄明人ら10人が、好き
なアルバム100枚につ
いて語ります。なつか
しいレコードジャケッ
トもたくさん紹介され
ています。

「みんと」
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