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鹿島市民図書館職員を募集します※詳しくは２ページをご覧ください⇒

鹿島市

地域コーナーで「かしま再発見～北鹿島編」を展示しています
そのほか今年度入ったものとして『古枝の歴史を
歩こう』（鹿島市）、『天龍道人の偉業と人生
鹿島が生んだ文人画人天龍道人』（松尾和義
著）などがあります！

エイブル2階床の間コーナーの展示「かしま再発見～北鹿島編」に
あわせて、図書館の地域コーナーでは北鹿島地区を代表する文人、
横澤以学（1839‐1920）の漢詩文集や絶筆（ぜっぴつ）を展示しています。
ぜひご覧ください。

『能古見ふるさと百景』Part.4 地方創生編

＊ギャラリートーク

能古見地区振興会 能古見どぎゃんしゅう会

地域コーナーで「かしま再発見～北鹿島編」を展示しています

3月4日（土）14～16時 エイブル２階交流プラザで開催します！
＊床の間コーナー展示は３月２０日（月・祝）まで

・開館時間・

祝日も開館！

・・・お休み
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あんころもち（0才）
火曜

14時～

「ものがたりの時間」
図書館といえば公立のイメージが強いですが、佐賀県内に民間の図書館があるのをご存じでしょう

か。2年ほど前に山内町にオープンした「こども絵本図書館うららの森」です。社会福祉法人正和福
祉会が運営する特別養護老人ホーム敷地内にあり、約6800冊を蔵した真新しい図書館は誰でも利用
できます。そこに働く司書佐藤さんのお話をうかがう機会がありました。
佐藤さんは佐賀県でただ1人の絵本専門士として、絵本を使った様々な活動に取り組んでおられま
す。子育て支援や、学びの支援、そして高齢者施設の中での取り組み。認知症等でコミュニケーショ

きびだんご（0～3才）

ンの取りにくい方と絵本を「読み合う」活動…ケアマネージャーとともにその方の生活歴情報を共有

第1・3水曜14時半～

して絵本を選書し、マンツーマンで読み語りをするそうです。「音楽療法」という言葉は聞いたこと

おはなし会（3才～）

がありますが、それは「絵本療法」とでもいうのでしょうか。

土曜14時～

「過酷な介護の現場で絵空事に思えるかもしれないが、だからこそ〈ものがたりの時間〉は必要」
という佐藤さんの言葉が心に残りました。「ご本人だけでなく、家族、周りの方にとっても手助けと
なる」と話す佐藤さんの言葉は、実践に裏打ちされたものでした。もちろん絵本を読んだから何かが
劇的に変わるわけではないでしょうが、〈ものがたりの時間〉を共有しようとすることで人と人が向
かい合い、こころが解放されエネルギーを生むことは確かにある気がします。

地域の歴史を調べていると、さまざまな疑問が浮かんできます。例えば、北鹿島小学校は鹿島藩の城
跡に建てられています。一般に常広城と呼ばれていますが、いつ頃から常広城と呼ばれるようになっ
たのでしょうか？江戸時代の古文書では「鹿島御屋形」や「鹿島御陣屋」と呼ばれており、城という
表現はされていません。現段階では、常広城という表現が確認できる最も古い本は昭和16年(1941)
に刊行された『祐徳稲荷神社史坤』です。何気なく使う地域の歴史の言葉も調べてみると、鹿島の
人々の意識の底流にある歴史観の変遷に触れることができます。（T）
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ひとはその成長過程で言葉を覚え、感情が分化していくと言います。それならば、言葉がこころか
ら失われるとき、感情もまたこわばり衰えていくのかもしれません。無数の言葉の森が静かに待って
いる憩いの場所、それが図書館です。どうぞご利用ください。
図書館長 野﨑千代美
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鹿島市民図書館の職員を募集します（若干名・兼職可）
(一財)鹿島市民立生涯学習・文化振興財団では、鹿島市民図書館の正規職員を募集します。
応募資格：①司書資格を有する者、あるいは、文化・教育的施設などに勤務経験のある人

ヤング･コーナーからのおしらせ
★雑誌の付録プレゼントクイズ★
クイズに正解した方に図書館で受け入れをしている雑誌の付録をプレ

②明るく、コミュニケーション能力があり、接客業務が得意な人

ゼントします。女性誌やスポーツ・アニメ・映画雑誌などジャンルは

③パソコンが実務レベルで使用できる人

様々。みなさんの応募をお待ちしています！

④普通自動車免許を有している人

応募期間：

業務内容：①市民図書館における司書業務（接客・レファレンス・選書など）

ヤングコーナー

２月３日（金）～２２日（水）

対 象 ： 中学生以上 ＊大人の方もどうぞ！

②各種事業の企画、運営、広報、総務

応募方法： 申込用紙にクイズの回答などを記入してYAコーナーの回収箱に入れてください。

③図書館の施設維持管理業務、当財団に関する業務全般

当選発表：

勤務時間：①月20日程度、週40時間程度 ※時間外勤務あり

３月２日（木）～２９日（水）
＊館内に掲示します。プレゼントの受け渡しは3月２９日（水）まで

②遅出及び土､日､祝日の交替勤務あり

基本：8時30分～17時30分

「みんと」１８３号

遅出：10時30分～19時30分

★ヤング･コーナーの閲覧テーブルにあるもの・・・それは！★

給与ほか：①月額223,000円 諸手当あり（退職金あり、賞与・昇給・通勤手当なし）
②社会保険、厚生年金、雇用保険、労災保険あり

県内高校の学校案内パンフレット
どこの高校に行こうかな、どんな学校があるのかな？と思ってい
る中学生のみなさんにぜひ手に取ってほしいです。色々な学校の
特色や雰囲気が分かって夢がふくらみます♪

雇用期間：平成29年4月1日～平成32年3月31日まで（予定）
※人事評価により更新あり。ただし雇用後6カ月間は試用期間
応募期間：1月20日（金）～ 2月10日（金）午後5時まで。郵送必着。※月曜休館
応募方法：詳細は職員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/pg275.html）や市民図書館ホーム
ページ（http://www.library.city.kashima.saga.jp/topicks/index.html#cl）からダウンロードすることができます。

選考方法：① 書類選考
② 一次試験（作文）… 2月19日（日）
③ 二次試験（面接）… 3月 5日（日）
応募先：〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2700-1（一財）鹿島市民立生涯学習・文化振興財団
問い合わせ先： 財団事務局（担当：藤井） 電話：0954-63-2138

『人間と機械のあいだ 心はどこにあるのか』

『時限病棟』

チネ

②

小説

知念 実希人：著
実業之日本社
目覚めるとなぜか彼
女は病院のベッドで
点滴を受けていた。
なぜこんな場所にい
るのか。監禁された
男女5人が脱出を試
みるも…。ふたつの
死の謎、事件に迫る
刑事。タイムリミッ
トは6時間。衝撃の
結末とは?

114.2ｲ

ロボット

池上 高志・石黒 浩：著
講談社
爆発的な技術進化のな
かで「明日」はどう
なっているのだろう?
人工生命とアンドロイ
ドの第一人者同士がむ
き出しの機械に生命性
を与える「機械人間オ
ルタ」開発の全貌につ
いて白熱の議論を交わ
す。

みんとの「みん」はみんなの「みん」

みんなのメッセージ
・イラストコーナー応募箱
メッセージやイラストを描いて入れて
ください。担当スタッフのコメントつ
きでボードに掲示します！
最近イラスト投稿が多いのは
大人気のおそ松さん(^O^)

『最新版 Dr.コパの住まいのNG風水術』
『毎日すること。ときどきすること。』
小林 祥晃：著
有元 葉子 ：著
主婦と生活社
講談社
土地探しや住まいづく
まな板をきちんと洗う、
り、インテリアで「こ
片づけは深呼吸と同じ、
れだけはやってはいけ
火鉢の火をおこして暖
ない」というポイント
まりリンゴやパンを調
をわかりやすく解説。
理したり…。人気の料
スペース別のNG風水、
理家有元さんがしてき
一戸建て&マンション
たことや、やめたこと。
のNGチェックポイン
いろいろなヒントが詰
ト等も掲載！
まっています。
148.5ｴ
590.4ｱ
風水
暮らし

ねえ

ねえ

『リラックマ いつもいます』

みてみて

コンドウ アキ：絵と文
主婦と生活社
リラックマとお友達の
キイロイトリとコリ
ラックマのメッセージ
ブック。なにげないつ
ぶやきに思わず笑みが
こぼれたり、心がほん
わか、なごみます。
726.ｺ

みんなの

イラスト

「みんと」
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