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楽しい人形劇を見においで！
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鹿島市民図書館だより

みんと

としょかん川柳 作品募集
館長コラム
ここが変わったよ！鹿島市民図書館
としょかんのクリスマス会のお知らせ

としょかん川柳

秋の読書週間
川柳作品募集

がやってくる！
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ペットはもちろん、動物園の動物や珍しい動物まで、いろんな動物をテーマにした川柳に
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チャレンジしてみませんか。五・七・五のリズムに乗せてお気軽にご参加ください！
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11/27（日）はかたらいが全館清掃で休
館のため、わ・わ・わぽっとでおはなし会
は１週早めて実施します。
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日時

１２ 月 ４ 日（日） １４時～１５時

場所

エイブル１階いきいきルーム（保健センター内）

対象

幼児～小学校低学年までの子どもとその保護者

定員

２５人（事前申込制）

募集期間
応募方法

10 月 20 日（木）～11 月 20 日（日）

お題

どうぶつ

１８歳以上
対象

１人

２句まで

◎応募用紙で 館内にある応募用紙に記入し、応募箱に入れてください。
◎メールで

kashimal＠kashima-lib.jp 宛てに、川柳・お名前・ペンネーム・
電話番号をお送りください。件名に『としょかん川柳』と入れてください。

応募された川柳は図書館で展示します。【展示期間 11 月 29 日（火）～12 月 11 日（日）】

・・・館長コラム「
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１１月１３日（日）９時半から
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図書館カウンター・電話にて受付開始

この一冊

」・・・

学校ではＧＩＧＡスクール構想の具現化が進んでいて、２０２４年度からは、一部の教科でデジタ
ル教科書も導入されるようです。
当館でも、ハード面としてのシステムでは、インターネットも利用していますが、ソフト面としての

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

★参加者には子ども図書館サポーター手作りのプレゼントがあるよ★

書籍は、紙のままでアナログの良さを継承しています。そして、ソフトの活用参考に、若者とシニア
におすすめ本を紹介するものとして、２種類のリーフレットを準備しています。このリーフレットは、

土曜日のおはなし会

読書週間を主催する公益社団法人 読書推進運動協議会の事業委員会が、毎年、各都道府県の協

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

議会からの推薦をもとに選定した２４冊を紹介したものです。

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

● 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。

一つ目のリーフレットは｢若い人に贈る読書のすすめ｣というタイトルで、“若い人たちが本を読まなくなっ

司書のひとりごと…
9 月 22 日夜、自宅から聞こえる花火の音が
「特急かもめ」とさよならの時がとうとう来て
しまったことを知らせてくれました。私にとって、
白いかもめは博多へのぷち旅を楽しませてく
れた思い出の電車でした。西九州新幹線の開
業により長崎本線で通勤・通学されている方
々が不便を強いられていることを聞くたびに、
とても複雑で正直悔しい気持ちにもなってしまいます。
でも、落ち込んでばかりではいられませんね。図書館には、自然や歴
史に富んだふるさと鹿島が元気になるためのヒントがあるかもしれま
せん。（M）

たといわれて、久しくなります。”で始まる文章が添えられています。令和３年度の当館の利用状況を見てみる
と、超高齢社会の人口構成を反映していると思われ、年齢別で１３歳から２２歳の登録者数は、全体の１２．３％
です。これに比較して、貸出人数(のべ)は、全体の５％と大き<減少しています。やはり学生の皆さんは、勉強
やクラブ活動でなかなか読書の時間がとれないのでしょう。そんな忙しい日常だからこそ、リーフレットで紹介
されている中の一冊を手にしてみてはいかがでしょうか。添えられている文章の最後は、次のような内容で
す。
“あなたが読書を日常のなにげない習慣にすれば、思いもかけない幸せな「本との出会い」が
きっとやってくるにちがいありません。”

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
鹿島市生涯学習センター エイブル

http://www.library.city.kashima.saga.jp
④

みんなで 育てる 楽しい「みんと」

TEL：(0954) 63‐4343

FAX：(0954) 63‐2217

そして、もう一つのリーフレットのタイトルは｢敬老の日 読書のすすめ｣です。｢敬老の日｣と
ありますが、対象は中･高年の方々で、“心ゆたかに生涯読書”を目標に掲げています。
今年で７６回目を迎える｢読書週間｣の標語は、｢この一冊に、ありがとう｣です。リーフレット
に載ってない“この一冊”は、図書館職員にお尋ねください。

２０２２年１０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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鹿島市民図書館だより 「みんと」 ２５１号

新

鹿島市民図書館だより 「みんと」 ２５１号

特別整理期間＆図書館システム更新へのご協力ありがとうございました！

着 図 書 案 内
毎週

ここが変わったよ！鹿島市民図書館

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♪

図書館の棚
▶児童９類文学棚

図書館のホームページ
▶ティーンズ棚・マンガ棚
デザイン一新！図書館だより「みんと」を
イメージしてミント色に

『汚れ落とし研究家茂木和哉のラクラク掃除術』
茂木 和哉／著

PC 版

マイナビ出版

汚れを落として 27 年、洗剤会社も立ち上げた
人気の汚れ落とし研究家が、普段の掃除から大

スマホ版

児童向け文庫をひとまとめ！

掃除にも役立つラクラク掃除術を「こまめ」
「ず
ぼら」など、タイプにあった洗剤とタイミングを
カスタマイズして紹介します。

・講談社青い鳥文庫
・KADOKAWA つばさ文庫
・集英社みらい文庫
・岩波少年文庫など

『毒の恋』
井出 智香恵／著

双葉社

▶幼児向け絵本棚

棚板を入れ替えて本の並びを整え、
見やすくなりました！

▶児童 CD 棚・一般 CD・DVD 棚

ドロドロの恋愛を描くレディースコミック。
その作家が齢 70 にして偽りの恋におぼれ、
7500 万円を失った…。約 3 年半にわたり「国
際ロマンス詐欺」の被害に遭った著者が、その
手口と過程をすべて公開します。

パスワード登録をすると使える新機能！

『スマホで薬物を買う子どもたち』
瀬戸 晴海／著

新潮社

① スマホでログインしてカードのバーコードを出すと
貸出できます。カードを忘れても大丈夫！

スマホを介して子どもたちの薬物汚染が広
がっています。しかし、売人もごくふつうの若
者たちなのです。
「わが子に限って…」は通用し
ないほど身近になった薬物。最新ドラッグ事情
を元「マトリ」トップが実例とともに徹底解説。

幼児向け知識絵本の棚に見出しと絵
本にシールを貼りました！
乗り物や動物・植物・ことば遊びなどジャンル
で探しやすくなりました。

置き場所や並びが変わりました！
児童 CD は高い棚から手に取りやすいところに移
動しました。一般棚はジャンルごとの並びが変わっ
ていますのでぜひご確認ください。

『世界の研究者が調べたすごすぎる実験の図鑑』
カンゼン

一緒に吊り橋を渡ると恋に落ちる?ネコがマ
タタビを好きな理由は？世界の科学者たちがこ
だわってつきとめたすごい実験&研究を生活・
人間・動物・心理分野ごとにわかりやすく紹介。
科学は苦手という人も楽しんで読める本です。

館内検索機の TOP 画面に図書館オリジナルイラストが登場！
これまで強くタッチしないと反応しませんでしたが、新しい機器になって軽くタッチす
るだけで反応するようにもなりました。

1234567

②My 本棚で借りた本の履歴を見ることができます！

『陶芸の美』
小林 真理／著

日本が世界に誇る陶芸の世界。初心者向けのわ
かりやすいやきもの文化の歴史解説と、人間国宝
から話題の気鋭作家まで名工 50 人の作品と人物
を一挙紹介。もちろん、唐津と有田の陶工たちの
紹介もあります。

②

みんとの 「みん」は みんなの 「みん」

芸術新聞社

大人用：山田全自動さん

こども用：ちえちひろさん

ねえねえ みてみて みんなの 「みんと」
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