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鹿島市福祉課・鹿島市民図書館共催
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市内放課後児童クラブ限定

夏休み DVD 上映会を行いました！

休館日

202２ 年 ９ 月
日 月 火 水 木 金 土
4

鹿島市民図書館だより

5

6

7

放課後児童クラブのみなさんの「大きな画面で DVD を見た

『おはなしパパとえほん Time』報告
館長コラム
干潟交流館イベントブックトーク報告
市内学校図書館司書補研修報告
長期休館のお知らせ
福祉課共催 DVD 上映会報告

い！」との要望にお応えして、福祉課と図書館の共催で図書館にあ
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パパの声は魔法の声だね！楽しかったよ『おはなしパパとえほん Time』（報告）
7/31（日）かしまこどもフェスの会場で図書館からの出張おはなし会を行いました。パパとの楽しい絵本体験
をと考え、パパやじいじなど４人の男性と１組のご夫婦によるスペシャルな読み語りに会場は盛り上がりました。

◎視聴した DVD
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『学校の怪談 戦慄の校外編』
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『学校の怪談 恐怖の学校編』
『トムとジェリー』

202２ 年 10 月
日 月 火 水 木 金 土

『ざんねんないきもの事典』
『キャスパー』
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※上映会に使用した DVD は著作権（上映権）をクリアしたものです。
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フェス会場各所に設置さ
れた妖怪顔はめパネル。
図書館にも。
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マスクの正しい着用のお願い
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・・・館長コラム「

ＡＩには負けない

」・・・
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感染予防対策のためにせっかくマスクをしているのに、予防効
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果の低い着用をしている方がいらっしゃいます。職員がお声かけ

以前、荷物の再配達の件で郵便局の担当部署に電話したときに、｢ＡＩが対応します｣という音声案内があり、

30 31

する場合もありますが、イラストを参考に予防効果の高い着用をお

驚いてしまいました。スマートフォンで音声検索ができる時代、何ら不思議はないとも言えますが、音楽の世界

願いします！

でもボカロ(ボーカロイド：歌声を合成する技術・製品)が活躍したりと、時代の流れを感じます。

あんころもち
対象：0～3 才
日時：毎週 火曜日 14 時～
会場：図書館 おはなしの部屋

使って、お話し会を毎週開催しています。この“読み聞かせ（読み語り）”、図書館でも家庭でも、生身の人間にし

土曜日のおはなし会

かできないものだと思っていました。

対象：3 才～
日時：毎週 土曜日 14 時～
会場：図書館 おはなしの部屋

わ・わ・わぽっとでおはなし会
対象：就学前児とその保護者
日時：毎月 第 2 水曜日 11 時～
最終 日曜日 11 時～
会場：子育て支援センター

一方で、絵本の世界、特に、定番の絵本や昔話などを見るとホッとします。そして、図書館では、この絵本を

あごかけマスク

鼻出しマスク

ところが先日、またしても時代を感じる次のようなニュースを目にしました。大手の玩具メーカーが、ＡＩを使

あご出しマスク

った読み聞かせスピーカーを開発し、９月から販売するというものでした。これは、家族など実在の人物とそっ

司書のひとりごと…
秋の味覚がちらほら店頭に並ぶ季節になりました。
最近の私のベスト１は、『炊きたてご飯』。
どんなおかずにも合う万能選手です。
そして、しみじみ思います。私は一粒のお米も作れないと。
苗の育て方、肥料のまき方、収穫の仕方、全く分かりません。

● 図書館でのおはなし会は予約制です。
参加ご希望の方は、電話または来館に
てご予約ください。定員は６人です。
なお、今後の状況によっては、中止に
なる場合もあります。

くりな合成音声で、自然な読み聞かせをしてくれるもので、無料のコンテンツも、日本の昔話や世界の童話など
が含まれているそうです。この製品の開発者は子どもを持つ｢ママ｣達で、読み聞かせの手助けになればと開発
を進めたとのことですが、子どもと絵本との出会いのきっかけにもなると思います。
図書館は、“読み聞かせ（読み語り）”で以前から多くのボランティアの皆さんに支援していただいています。

誰かが作ってくれたお米、育ててくれた作物、
捕ってくれた魚 etc…
全てに感謝して残さず頂こうと思う今日この頃です。
（ＳＳ）

７月には、｢第１４回天の川お星さまおはなし会｣に引き続き、かしまこどもフェス当日に｢おはなしパパと絵本
Ｔｉｍｅ｣を開催することができました。これらのお話し会で目にしたのは、和やかな雰囲気、惹き込ま
れる笑顔、ひょうきんな動作、などなど。どれもがＡＩには真似でき
ないものばかりでした。参加していただいたボランティアの皆さん、

鹿島市民図書館
〒849-1312

一般財団法人 鹿島市民立生涯学習・文化振興財団

鹿島市大字納富分 2700-1
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みんなで 育てる 楽しい「みんと」

TEL：(0954) 63‐4343

FAX：(0954) 63‐2217

本当にありがとうございました。そして、人数制限のため参加を
ご遠慮いただいた皆様、大変に申し訳ございませんでした。
今後も各種イベントを計画してまいりますので、よろしくお願い
いたします。

２０２２年８月２５日発行

鹿島市民図書館長 市坪 秀明
本は ともだち 鹿島市民図書館
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着 図 書 案 内
毎週

曜日は、新着図書の日

貸出カウンター前は新着図書のコーナー
です。毎週金曜日には、約 100 冊の新着
図書がみなさんとの出会いを待っていま
す！ぜひ、借りに来てくださいね♪

干潟交流館“なな海”へ出張ブックトーク！！

市内学校図書館司書補研修（報告）

干潟交流館“なな海”の夏休みイベント参加者に関連の本を紹介するため、
図書館から出張ブックトークに行きました！

『本の修理と絵本カバーで作るエコバッグ』

天気の予測に使われていた「ストームグラス」
を作る科学ワークショップの前に、「海と天気」を
テーマにブックトーク（本の紹介）をしました。

『暴れ川と生きる』
澤宮 優／著

【ひがたの中には何がある？
8/11（木・祝）】

【ストームグラスを作ろう 7/18（月・祝）】

忘羊社

干潟のどろの性質を知
り、その泥の中にいる小さな
生き物たちを実際に干潟の
泥の中から探す前に、「海と
ゴミ」をテーマにブックトー
クをしました。

「日本三大暴れ川」のひとつとして知られる
筑後川。阿蘇・九重の源流から国内有数のクリー

【ガタどろだんごを作ってみよう
8/20（土）】

ク地帯を経て有明海に至るまで、流域 4 県の歴
史と文化を紹介。これまでの豪雨災害など川に
よる水害との闘いと共生の記録です。

年に１回、鹿島市からの依頼で、市内学校図書館司書補の
方へ図書館の運営や業務の支援となる研修会を行っていま
す。今年は 8/4（木）に行いました。

ページ外れや破れなど日々発生する修理本の適切な修理方
法の紹介と実際にその場で本の修理体験をしてもらいました。

干潟のどろでどろだんごを作るワークショッ
プの前に、「土」をテーマにブックトークをしまし
た。

『とあるひととき』
三浦 しをん[ほか]／著 花王プラザ／編

平凡社

『朝の損得』
（角田光代）
、
『午後十一時という
非常』
（浅田次郎）…。１４人の人気作家が、朝・
夕暮れ・午後十一時の３つの時間帯を描くとっ
ておきのエッセイアンソロジー。それぞれの作
家の時間に対する感覚が伝わってきます。

イベント終了後は図書館から持
ってきた海や干潟、天気の本、海
を舞台にした物語の本など各イベ
ントに関連のある本の貸出も行い
ました。子ども達は、興味津々で
本を手にとっていました☺

絵本カバーで作るエコバッグは、厚手の絵本カバーを折り曲
げたり貼り合わせたりに苦戦しながらも、かわいいバッグを仕
上げられました。

『まっすぐだけが生き方じゃない』
リズ・マーヴィン／文 栗田 佳代／訳 吉村 謙一／監修

文響社

9/16（金）～30（金）は、特別整理および図書館システムの更新のため休館します

風になびいて曲がっても倒れにくいよう成
長するサンザシ、もろい川岸に根を張りめぐら
せて自分で補強するヤナギ…。賢く生きる樹木
から、生き方を学びましょう。特徴をとらえつ
つデフォルメされた絵も魅力です。
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月
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『ドキュメント「婚活」サバイバル』
植草 美幸／著

【館内の蔵書点検】

９月
青春出版社

“
「結婚したい」と思った時が適齢期”コロナ
禍で婚活の当事者たちは何を考え活動している
のでしょう。カリスマ婚活アドバイザーがこれ
まで担当したサバイバルな婚活現場から、結婚
したい男と女の本音と現実を明らかにします。

休館日

木

金

16 17

18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

『今日のうどん』
満留 邦子／著

ぶっかけうどん、かけうどん、つけうどんに煮
込みうどん、どんな食べ方もできて毎日でも飽き
ない！？そんなおいしいうどんレシピ 65 品を掲
載。女性や子供も簡単に打てる「足踏み」の手打
ちうどんの作り方も紹介します。
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成美堂出版

土

休館中は図書館
ホームページも
利用できません。

↓↓昨年のようす↓↓

・１年に１度、図書館のすべての資料のチェックをします。
・所在がわからなくなっている資料の捜索をします。
・開館中にできない館内施設の整備・点検をします。
・館内の棚や特集展示の入れ替えをします。

【図書館システム更新】
・５年に１度、図書館システムの更新をします。
・パソコンや検索機などの入れ替えをします。
・図書館ホームページをより使いやすくリニューアルします。

１冊１冊バーコードを読み込ん
で正しい棚にあるか確認

休館中の本の返却は「本のポスト」（エイブル１階玄関横）
にお願いします。

準備中

ただし、以下のものは「本のポスト」に入れず 10/1（土）の開館以降、
カウンターに返却してください。

壊れ・汚れ
があるもの

CD・DVD・雑誌
紙芝居・大型絵本

新しい棚表示を作成中

ねえねえ みてみて みんなの 「みんと」
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