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鹿島市民図書館 

・開館時間・ 
平 日9時30分～19時 

土･日･祝日は17時まで 

 

・おはなし会・ 

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 

「春を待つ」 

祝日も開館！ 
 

＊ １月 ９日成人の日 

 「えらい切ったねー」心配の声かけをいただいたのは、閲覧席南側のケヤキ並木、6本の大木たちで

す。ばっさりチェーンソーで上３分の１を切り、ほとんど葉のない太い幹が、巨大なオブジェのよう

な状態になったのをご覧になった方もおいででしょう。電線に触れて危ないというのと、あまりに大

木になって窓の日よけにならないという2つの理由から、大胆な剪定が行われたのは2ヶ月前。 

  大丈夫、生きています。今秋はほとんど落ち葉掃きもいらなかったのですが、わずかに残った葉は

ちゃんと紅葉しました。葉を落とした今、不思議な形の枝や幹には例年以上の力がみなぎっている気

がします。これから来る寒い冬に力を蓄え、4月には太い枝の断面から新しい若い枝が伸び、無数の

若葉が揺れて閲覧席に座る人々の目を和ませてくれるはずです。 

  これから、冬本番。閲覧席で様々な受験勉強に励む人達が増えてきます。一列に並んだ机に向かい、

黙々と励む人達もまた、春に向けて力を蓄えているのでしょう。 

  今年も残りわずかとなりました。春の芽吹きのために整理や準備にとりかかる時季です。図書館で

の私の仕事も無事2期目が終わりに近づき、新館長を公募することになりました。図書館が好きで、

スタッフや市民とともにがんばって下さる方の応募をお待ちしています。 

  新しい年が、皆さまにとって明るい飛躍の年となりますよう。 

                                

                                                                                            図書館長 野﨑千代美 

＊１月４日は午後１時から開館です 
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年末年始の休館日のお知らせ 

  
休館期間： 

12月29日（木）～平成29年１月４日（水）13時まで 

新年の開館は、１月４日（水）１３時 です！ 

鹿島市民図書館長を募集します 

  応募期間：平成２９年１月４日（水）～１月３１日（火）１７時 ※郵送必着 

  

日 月 火 水 木 金 土

12月

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31
1月

1 2 3 5 6 7

１２月～１月の開館カレンダー …休館日 

詳しい内容は２ページをごらんください。 

★新春の貸し出しセット企画 

「としょかんの福袋」を準備して 

お待ちしています★ 

明けましておめでとうございます。 

昨年は、地震、大雨と災害の多い年でしたが、今年は穏やかで平和な年になるといいですね。 

私事ですが、３年前から御朱印集めを始めました。今年も何カ所か参拝できたらいいなあと思っています。参拝を終えた後にいた

だく御朱印は、どれもすばらしいものばかりで、何度見返しても心が清められるような気持ちになります。 

今年は酉年。皆様が、良い運をたくさんトリ込める１年となりますように！ 

本年も鹿島市民図書館をどうぞよろしくお願いいたします。（Ｓ） 

第２弾！新しいＤＶＤが入りました！ 

謹賀新年 

本年もご来館をお待ちし
ております 

日本映画 

▸あん 

▸愛を積むひと 

▸きみはいい子  

▸ギャラクシー街道 

▸青天の霹靂 

▸先生と迷い猫 

▸起終点駅(ターミナル) 

▸天空の蜂 

▸図書館戦争 

▸蜩ノ記 

▸ビリギャル 

洋 画 

▸オデッセイ 

▸スペクター 

▸フレンチ・コネクション 

▸マリーゴールド・ホテルで会いましょう 

その他 

▸三遊亭小遊三 

▸女性が安心して働ける職場環境に「マタニティ ハラスメント」 

▸NHK健康番組「肩の痛み」 

▸Talk Businessテレビで覚えるフランス語 

 
 キッズ 

▸あそんでおぼえる学習DVD 

  「カナカナ」「ひきざん」 

▸アリのままでいたい 

▸かいけつゾロリ 「うちゅうの勇者たち」 

▸仮面ライダー×仮面ライダー  

 ゴースト&ドライブ超MOVIE大戦ジェネシス 

▸手裏剣戦隊ニンニンジャーVSトッキュウジャー 

▸がんばれ!ルルロロ（「しあわせのおやつ」ほか） 

▸がんばれ!ルルロロ（「ふたりっていいね」ほか） 

▸Go!プリンセスプリキュア 

▸げんきげんきノンタン スプーンたんたんたん 

▸日本の昔ばなし No.５・６・７・８ 

▸モンスター・ホテル２ 

 
 

■鹿島市民図書館長を 

      募集します 

■読み語り講座のお知らせ 

■冬の特大おはなし会 

■新しく届いた本 

■第２弾！新着ＤＶＤ 
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『孫正義2.0新社長学』 『あおなり道場始末』  

嶋 聡：著 

双葉社 

英国・アーム社を3.3

兆円で買収するなど世

界的に注目される孫さ

ん。なぜ10年に一度

の大勝負に打って出た

のか。孫社長の参謀と

呼ばれた著者がIoT時

代の「孫社長 7つの

成功理論」を解説しま

す。 

 

335.1ｼ 913.6ﾊﾑ 経営学 

『最高の山ごはん 歩いて作って食べた話と料理』  

ホシガラス山岳会：著 

パイインターナショナル 

本の出版に関わる女性

たちの山歩きグループ

「ホシガラス山岳会」

がまとめた“山”と

“味”の思い出アルバ

ム。すばらしい景色、

心通う友と分かち合っ

た忘れがたきあの料理、

この料理。 
596.4ｻ 料理 小説 

『あんこのことがすべてわかる本』 

芝崎本実あんこ事典監修 

誠文堂新光社 

つぶあんとこしあん、

どちらがお好きですか。

つやつやと輝くあま～

いあんこ、たまりませ

んよね。あんこの歴史

や名店、有名人の「大

好きなあんこ菓子」な

ど、著者の「あんこ

LOVE」が詰まった一

冊。 
596.6ｼ お菓子 

『名医は虫歯を削らない』 

497ｺ 歯医者 

小峰一雄：著 

竹書房 

人間の自然治癒力を活

かすことで虫歯や歯周

病を改善し、健康寿命

を伸ばす治療法を提唱。

削らない虫歯治療

「ドックベスト療法」

や気を付けたい歯の生

活習慣についても紹介

しています。 

鹿島市民図書館長を募集します 

  「今なぜ、子ども達に絵本・読み語りが必要か」  
と き：１月２２日（日）１４時～１６時 

ところ：エイブル３階 研修室 

講 師：前園 敦子さん 子どもの本専門店「エルマー」（福岡県春日市）代表    

参加費：無料 

定 員：３０名程度＊定員間近。申し込みはお早目に！ 

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 

申込み：カウンターまたは電話でお申込みください。 

             （市民図書館 0954-63-4343） 

「冬の特大おはなし会」 
と き：１月２８日（土）14時～１５時３０分 

ところ：エイブル２階 和室 

対 象 ：どなたでも  参加費：無料  申込み：不要  

☆昨年の様子☆ 

葉室 麟：著 

双葉社 

父の死後青鳴道場を

継いだ権平はどうに

も頼りない性格のた

め門弟は次々と去っ

ていく。ある日、父

の死に不信の念を抱

いた権平は父の汚名

を雪（そそ）ぐため、

道場破りを始めたが

…!? 

♪こころがポカポカするあったか

いおはなしと楽しい「ふくわらい」

で寒さをふきとばそう！！♪ 

(一財)鹿島市民立生涯学習・文化振興財団では、鹿島市民図書館の館長を募集します。 

募集人員：１名 

応募資格： 

 ① 生涯学習・図書館事業に理解があり、館長として、鹿島市民の教育と文化の発展に寄与できる人 

 ② 普通自動車免許を有している人 

 ③ パソコンが実務レベルで使用できる人（ワード・エクセルなど） 

業務内容： 

 ① 鹿島市民図書館の統括・運営・人事に関すること 

 ② 鹿島市民図書館の各種事業遂行及び県内外への情報発信 

 ③ カウンター業務を含む図書館業務全般 

雇用条件： 

 ① 給与：月額250,000円   

 ②勤務時間：月20日（週40時間）程度。 ③ 遅出および土、日、祝日の交代勤務あり。 

 ④ 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険 加入  ⑤退職金あり、賞与・昇給なし 

雇用期間：平成29年４月１日～平成32年3月３１日まで（予定） 

応募期間：平成2９年１月４日（水）～１月31日（火）午後５時まで ※郵送必着 

応募方法： 

詳細は館長募集の実施要領をごらんください。実施要領は鹿島市生涯学習センター エイブル2階事務局に設

置します。また当財団ホームページ（http://kashima-able.com）や市民図書館ホームページ

（http://www.library.city.kashima.saga.jp/）からダウンロードすることができます。 

選考方法： 

 ・一次試験（作文）：平成２９年2月  5日（日） 

 ・二次試験（面接）：平成２９年2月12日（日） 

問合せ先： （一財）鹿島市民立生涯学習・文化振興財団 担当：藤井  電話：0954-63-2138 

読み語り講座 

子どもイベント 

デジタルで本が楽しめる今だからこ

そ、絵本や読み語りの持つ力につ

いて考えてみませんか？  

本の紹介もあります！ 
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