
鹿島市民図書館だより　「みんと」　１44号

 
 

★ 本をゆずる市 

★ 「秋」 

★ 特別整理期間が終了しました 

★ 直彬公展示＆関連本の展示 

★ 寄附金で本を購入しました 

★ 新着本の紹介 

★ 読書週間イベント  

★ 11・１２月の開館カレンダー 

★ 図書館日記 
 

 

  ♪おはなし会  好評開催中♪ 

    あんころもち（0歳）火曜14時～ 

    きびだんご（0～3歳）第1・3水曜14時半～ 

    おはなし会（3歳以上）土曜14時～ 

開館時間 

火～金曜日 

9：30～19：00 
土･日曜日、祝日 

9：30～17：00 

 

 

 

ぬりつぶし：お休みです 

  
 発行 かしま市民立楽修大学  

      鹿島市民図書館  
〒849-1312 

佐賀県鹿島市大字納富分2700-1 

    Tel  (0954) 63‐4343 

    Fax  (0954) 63‐2217 
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祝日は開館します。12/28～31は年末のため休館します。 

・1１月２～４日（土～月） 9：30～17：００ 

・1１月 ６ 日 （水）  9：30～19：００ 

「ゆずる市」に本を出してみませんか？（10/30まで募集中！） 

・対象：鹿島市民の方 

・本の条件：汚れや書き込み、匂いなどがなく他の方が気持ちよく読める本 

・雑誌、通販カタログ、CD、DVD、ビデオ、カセットは受け付けていません 

詳しい内容は図書館にお問い合せください⇒☎0954‐ 63‐4343 

  例年にない暑さを不審に思いながらも、図書館の窓から見えるケヤキは葉を落とし始め、枝の向こうに広が

る青空は高く澄んだ秋の色をしています。 

 毎年この時期に行っている蔵書点検を5日間の休館期間をいただいて無事終えることができました。約18万

冊の資料が間違いなくあるか、機械で読み込んでいくのですが、今年は県外の図書館からも機器をお借りしま

した。糸島町など６館から読み取り用ハンディーポットを集めて一斉に作業を進め、休館期間を従来の1/3に

短縮できています(昨年から)。専門業者を入れてやればもっと短くすむかもしれませんが、費用もかかります

し、職員自身でやるメリットもあるように思います。１冊ずつ手に取ることで、どの本が傷んで買い換えの時

期にきているのか、館内の配置場所は適切かなどの検討もできます。休館中はご不自由をおかけして申し訳な

いのですが、何とかご理解をいただきたいと思っています。 

 今、入り口に飾られた菊の花は、開館を待ちかねたかのように 

利用者の女性が持ってきて下さったものです。カウンターに飾ら 

れた「どんぐりトトロ」も利用者の男性のお手製…大小さまざま 

のどんぐりにペイントを施したトトロたちのなんとかわいらしい 

こと！子どもの目の高さに飾られていることもあって、小さいお 

客さんに大人気です。ありがたいことです。図書館に季節を運ん 

でもらっただけでなく、私たち職員も温かな力をいただいています。  

 休館中に、本の配置換えやささやかなリニューアルも行いました。 

図書館に足を運んで、秋を感じていただけたらと思います。          

                               図書館長 野崎千代美 

 

 

・ 場所：図書館内 

・ 対象：来館されたすべての方 
 

図書館で不要となった本や市民のみなさんから寄せられた本を配布します。 

たくさんの応募ありがと

うございます。「みんな

のイラストコーナー」担

当の私が責任をもって展

示します。お楽しみに！ 

子どもから「みんなのイ

ラストコーナー」の常連

さん、大人の方など、た

くさんの方からステキな

ポップが届きました。 

展示：１０月２６日（土）～１１月２９日（金） 

ＰＯＰで紹介！みんなのオススメ本 

募集：１０月２２日（火）～１１月９日（土） 

「気」になる「本」の木育てましょう！ 

 

 

気になる本を紹介

してください。感

動した本、心に残

る本・・・なんで

もＯＫ！！ 

みなさんの「おす

すめ本の葉っぱ」

でわたしを大きく育

ててください！ 

【木が育つ期間】

10/22～11/9 

 １０月は、山崎豊子さん、秋山駿さん、筑紫美主子さん、やなせたかしさんと、著名な方

の逝去が続き、新聞コーナーのとなりにミニコーナーを作りました。多少古い本があったも

ののあっという間に借りられていきました。著作が時代をあらわし、読む人の心に残ってい

ることを実感。古くても、新しくても、心に残る大切な本。これからも図書館スタッフとし

て、多くの方に伝えていきたいと思いました。< H > 

↑昨年の様子 

↓おすすめの葉っぱ 

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 1 2 3 4 5 6 7

3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14

10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21

17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28

24 25 26 27 28 29 30 29 30 31

１１月 １２月

28 
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そのほか。葉室麟『さわらびの譜』、植松三十里『黒鉄の志士たち』（小説）、『妻と夫の定年塾 ４』（家族）、『はじめての３Ｄプリンタ』（技術）、『もっとラクうまごはん』（料理）など、いろんなジャンルの本が入りました。 

『ミャンマーこんなときなんて言う？』 

土橋泰子：著 

連合出版：出 

日本の大切な経済パート

ナーになりつつあるミャ

ンマー。お客さん大好き

の国民性や、音のひびき

を大切にする言葉づかい

など、親しみやすいエピ

ソードも。CD付き。 

『TPP いのちの瀬戸際』 

日本農業新聞取材班：編 

創森社：出 

TPPの危険性はなにか。

日本だけでなく外国でも

取材し、ＴＰＰに「Ｎ

Ｏ！」の理由を示してい

ます。 

『祈りの幕が下りる時』 
東野圭吾：著 

講談社：出 

夢の舞台を実現させた女

性演出家。彼女を訪ねた

後に遺体で発見された友

人。幾つもの人生とナゾ

が絡みあい、捜査は難航

して・・・・。人気の加

賀恭一郎シリーズ。 

 

『心配事の９割は起こらない』 
枡野俊明：著 

三笠書房：出 

減らす・手放す・忘れる

…。ホッと心がなごむ、

４８の禅の教え。枡野さ

んは『禅が教えてくれる

美しい人を作る「所作」

の基本』なども人気です。 

 

『加害者・被害者にならないための情報

セキュリティ』 

富士通エフ・オー・エ

ム：編 

FOM出版：出 

情報セキュリティについ

て知りたい方へこの１

冊！うっかりミスを防ぐ

ための事例もいろいろ紹

介されています。 

肥前通運さまからの寄附金で本を購入しました 

産業 宗教 
情報 

小説 語学 

特別整理期間が終了しました（9/30～10/4） 

休館中は利用者のみなさまにたいへんご迷惑をおかけいたしました。より使いやすい図書館となるよう、蔵書

と設備のメンテナンス作業を集中的に行いました。 

 今年５月、㈱肥前通運さま

より鹿島市へ図書の購入費と

して５０万円の寄附をいただ

きました。ありがとうござい

ました。いただいた寄附金

で、今年度数回に分けて本

を購入する予定です。 

３．施設環境 

      の 整 備 

４．修 理    

      ＆掃除 

「あるべき場所に、本がある」というのが図書館

でサービスを行なうために一番大切なことです。

毎日整頓を行っていますが、たくさんの本を置い

ている図書館では、どうしても別の場所に本が動

いてしまったり、行方不明になることがあります。

そこで、約１８万点の蔵書を正しく並べ直し、本

に付けられた番号を機械で１点ずつ読み込んで所

在を確認し、行方不明の本を探しました。 

光庭にパラソルを

置きました。晴れ

た日は涼しい風を

感じてみてはいか

がでしょうか！？ 

イスやヘッドフォ

ンなどを修理。表

示の付け替えや棚

を清掃しました。 

期間：１０月８日（火）～１１月３０日（土） 

場所：エイブル２階 床の間コーナー 

 昨年から３回シリーズではじまった直彬公展。２回

目の今年は「国際的な視野を持った華族・直彬」が

テーマです。直彬公が沖縄県令時代に書かれた書や、

直彬公とともに沖縄へ赴いた鹿島の人々の書画、沖縄

の文物など、沖縄と深いつながりがあったことが再発

見できます。図書館でも本・DVDを展示しています。 

↑10/12、当館の学芸員によるギャラリートークを開催。三線教室の熊谷先生が古典の楽曲を披露

してくださいました。史料の読み解きと三線の音色によって沖縄県令時代のできごとが再現され、

心に響くギャラリートークとなりました☆ 

１．蔵書の総点検＆棚の整頓 

本の点検のあとは、利用者のみなさんが使いやす

くなるよう、棚のレイアウトやコーナーを代える

作業をしました。また、特別整理期間の前に、情

報が古くなった本や利用が少なくなった本を閉架

書庫へ移しました。このような作業を集中的に行

なうことで、本をより探しやすく、時代やニーズ

に適した本を提供しやすい環境を整えました。 

２．棚とコーナーの変更 

今回購入した古書

『米政撮要（べいせ

いさつよう）』は、

床の間コーナー「鍋

島直彬公展」で展示

しています。 

ぜひご覧ください!! 
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