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開 館カレンダー

休館のお知らせ

かしましみんとしょかんだより

･･･

９／３０（月）～ １０／４（金）
上記の期間は、特別整理期間のため休館いたします。

特別整理期間では、蔵書点検
を行います。より気持ちよくみ
なさんをお迎えできるように
環境整備も行う予定です。
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【 「本のポスト」に返却できないもの 】
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秋の夜長は、じっくり読書･･･。10/27～11/9
いよいよ、読書の秋がやってきました。
日中の暑さは残りますが、朝夕は過ごしや
すくなってきましたね。さあ、秋の虫たち
の奏でる音楽を BGM に、お気に入りの本
と一緒に秋の夜長を楽しみましょう！

■ ９／30（月）～ 10／4（金）は、特別整理期間のため休館いたします。
⇒ 詳しくは、４ページをご覧ください。

・紙芝居 ・大型絵本 ・CD ・DVD
●

予約したい時は…？
図書館のホームページは、休館の間も見ることがで
きます。ホームページからは、本の検索や予約をする
ことができます。ただし、予約した本についての連絡、
受け取りは、10/5（土）以降となります。

『本をゆずる市 11/2（土）～8（金）』に出す本を募集します！
市民の方からの寄贈本や図書館で読まれなくなった本を、無料配布する「本をゆずる市」。
このゆずる市に、ご自宅で読まなくなった本を出してみませんか？

ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

本の条件：汚れや書き込みなどがない本

お は な し 会
司書のひとりごと・・・
あんころもち
対象：0～3 才
日時：火曜 14 時～

土曜日のおはなし会
対象：3 才～
日時：土曜 14 時～

わ・わ・わぽっとで
おはなし会
対象：5 ヶ月児～就学前児と
その保護者
日時：毎月第 2 水曜と最終日曜の
11 時～
会場：子育て支援センター

は読書週間です。

・CD または DVD 付きの本 ・雑誌

11 月
日 月 火 水 木 金 土
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返却したい時は…？
生涯学習センター エイブル入口にある「本のポスト」
に本を返却することができます。ただし、以下のものは
破損の恐れがあるため「本のポスト」に入れることがで
きません。申し訳ございませんが、開館日に返却カウン
ターへご返却ください。

10 月
日 月 火 水 木 金 土
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読書週間のお知らせ
本をゆずる市に出す本を募集します。
新着図書案内
わくわく理科教室（報告）
こんにちは！絵本読み語り隊です！
館長コラム
休館のお知らせ

10/5（土）より平常通りの開館となります。

…休館日
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※ 雑誌・カタログ・CD・ビデオ・DVD・カセットなどは受け付けません。

お月見、獅子舞、紅葉狩り…。
図書館の貸出カウンターにある四季折々のどんぐりトトロ。これらは、読

期

間：10 月 18 日（金）～11 月 1 日（金）

み語りボランティアをしていただいている Y さんの作品です。

※ 図書館休館日は除く

どんぐりと言えば、子どもの頃、友達と神社や林で箱いっぱいに拾って
来てコマや、やじろべえを作っていました。後日、また遊ぼうと箱を開け

9 時 30 分～18 時（土日祝は 16 時まで）

たら…。キャーッ！どんぐりには穴が開き、うにょうにょと動く虫が！！！
今では楽しい思い出です。
みなさんも子どもさんやお孫さんと一緒にどんぐり工作を楽しんでみ
られてはいかがですか？

対

象：図書館まで持参できる鹿島市民の方

（S）

お 断 り：① 本の内容や状態によっては、受け付けできない場合があります。
② 受け付けした本の返却には対応できません。

鹿島市民図書館
一般財団法人 鹿島市民立生涯学習・文化振興財団
〒849-1312 鹿島市大字納富分 2700-1
鹿島市生涯学習センター エイブル

④

みんなで 育てる

http://www.library.city.kashima.saga.jp
TEL：(0954) 63‐4343 FAX：(0954) 63‐2217
２０１９年９月２５日発行

楽しい「みんと」

③ 郵送や宅配では受け付けできません。

本は ともだち 鹿島市民図書館

①

鹿島市民図書館だより 「みんと」 21５号

新
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と～っても楽しかったね！！わくわく理科教室（報告）
着 図 書 案 内

『日本の資本主義を作った男

2019.8.18(日) エイブル２階調理室及び和室

渋沢 栄一』
宝島社

新１万円札の肖像に選ばれた渋沢
栄一は、どんな人物なのでしょうか。
農家出身の渋沢がどのようにして約
500 社の企業や団体の設立と運営に
関わり、
「日本資本主義の父」と呼ばれ
たのかを足跡をたどりながらわかり
やすく紹介します。

『子どもと一緒に覚えたい

貝殻の名前』

東海大学海洋学部：監修

マイルスタッフ

今年の夏、海に行きましたか？
浜辺にはたくさんの貝殻が落ちて
います。この本では、運が良ければ
近くの浜辺で誰でも拾うことがで
きる貝殻を集めています。子ども
の頃に拾ったあの貝殻の名前もわ
かるかも！

夏休みのお楽しみ☆理系の図書館長による「わくわく
理科教室」を開催しました！今年は、「空気砲作り」「落
ちない水」
「浮かぶ玉」の３つの実験です。
ダンボール、水切りネット、ストローといった身近なも
のを使って、子どもたちだけで実
験道具を工作しました。難しいと
ころもありましたが、実験がうま
くいった時は、一層うれしかった
のではないでしょうか。自由研究
のヒントにもなったかな？！

２人１組で空気
砲作り。側面を
たたくと、穴の
上においた紙コ
ップがいきおい
よく飛び上がり
ます！

図書館では、月に１度
『絵本読み語り隊』とし
て、高齢者施設を訪問して
います。鹿島の昔話の紙芝
居やパネルシアターなどの
読み語りだけでなく、体ほ
ぐしの体操や脳トレゲーム、懐かしい写真な
ど、施設利用者のみなさんに楽しんでいただ
けるように準備しています！

こんにちは！

絵本読み語り隊です

講師の前田図書館長。
みんなの実験成功を見守ります。

浮かぶ玉実験。ストロ
ーの先に、アルミの小
さな玉をのせます。も
う片方から息をふきか
けると…浮かんだ！

『レシピ泥棒』
新宮 広明：著

幻冬舎

主人公は世界中のホテルやレストラン
の格付けを行う覆面調査員。さまざまな
料理にまつわる依頼をちょっとお人よし
の助手と一緒に解決していきます。フラ
ンス料理、ラーメン、フライと３つの美
味しい謎解きを体験してみませんか？

『大切な親に、これなら「決心」させられる！
免許返納セラピー』
志堂寺 和則：監修

落ちない水実
験。水の入った
コップに網をか
ぶせて、ひっく
り返しても水は
こぼれない！

こんにちは、図書館長です！

講談社

『指定管理図書館』

高齢ドライバーを親にもつ子供た
ちへ向けた、免許返納マニュアルブ
ック。親の運転が不安になってから
自主返納してもらうまでをたくさん
の体験談を交えながら、徹底サポー
トします。

NO
IMAGE

『星を楽しむ 天体望遠鏡の使いかた』
大野 裕明：著

読み語り隊には、ボランティアの方も交
替で参加されています。紙芝居「みいちゃ
んの秋」に登場する「どんぐりころころ」
「もみじ」
「かかし」などの懐かしい歌を
一緒に楽しみ、優しい笑顔で施設利用者の
みなさんを和ませてくださっています♪

誠文堂新光社

天体望遠鏡の仕組みや構造、組み
立て方や基本的な操作手順を写真
でやさしく解説。天体の観察方法や
ポイントもわかります。秋の夜長、
読書の合間に星を楽しんでみませ
んか？

さて、この指定管理者制度ですが、日本図書館協会から今年 2 月に発表さ

平成 15（2003）年、地方自治法の改正に伴い指定管理者制度が施行されま

れた資料によると、平成 29（2017）年度末時点で全国 3277 館のうち 551 館

した。それまでは、市や町などの自治体が自ら運営していた公的施設（図書館

（率にして約 17%）が導入しています。先頃、多久市の図書館も来年 4 月か

や体育館など）ですが、この指定管理制度により、企業、NPO（特定非営利

ら指定管理に移行することが発表されました。県内の市立図書館では、鹿島

活動）法人、財団などの民間組織に運営を任せることができるようになりまし

市、武雄市に次いで 3 番目の指定管理図書館となります。一口に指定管理図

た。平成 21（2009）年、鹿島市も指定管理制度を導入し、鹿島市民図書館の

書館と言っても、その運営母体は様々です。運営母体として最も多いのが民間

運営をかしま市民立楽修大学（現在の一般財団法人鹿島市民立生涯学習・文化

企業で、実に指定管理図書館全体の 75%に及びます。次いで NPO 法人や公

振興財団）に委託することになりました。県内初の指定管理図書館の誕生で

益財団等が多く、鹿島市民図書館のように一般財団法人が運営している図書

す。市の直営から指定管理団体による運営に移行することによって、人件費な

館は 2%以下と極めて珍しいケースです。

どの経費削減効果の他に、開館時間の延長や休日開館など、利用者の利便性や

鹿島市民図書館は、本年 4 月に指定管理 3 期目に入りました。当図書館は

満足度を高めるサービスが可能となりました。また、職員が固定される（配置

「市民立」を理念として掲げており、市民の市民による市民のための図書館と

換えが無い）のでサービスの質を維持しやすく、決裁や決断に要する時間が短

して、市民に寄り添い地域に密着した図書館を目指しています。これからも鹿

縮されサービスの迅速化を図りやすいというメリットもあります。

島市民図書館を宜しくお願い致します。

予約サービスをご利用ください！

図書館長 前田英明

来館・電話・ウェブにて予約することができます。
②

みんとの

「みん」は みんなの 「みん」

ねえねえ みてみて みんなの

「みんと」

③

