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 例年にない寒さが続く今年の冬、山から下りてくる野鳥が多いようです。図書館サポーターが秋にまいてくれたツ

タンカーメン豆の葉が食べられてしまいました。順調につるを伸ばし始め、クリスマス会の手伝いに来たサポーター

の子ども達が、嬉しそうに枯れ枝の支柱を土に差していたのに、残念…。ムクドリやメジロもお腹が減っていたので

しょう。柔らかな葉っぱが食べ尽くされ茎だけになっているものも多く、かなり厳しい状況です。でも、まだ少しは

生き延びそうな苗もあります。ネットで覆い、肥料をやって復活にかけてみるつもりです。 

 ここ数年、ツタンカーメン豆が春から夏にかけて図書館のグリーンカーテンになってくれていました。この豆、実

は抜群に生命力が強いそうです。1923 年、イギリスの考古学者らにより古代エジプト王ツタンカーメンの墓が発掘

された時、副葬品の中から発見された豆がこれ。考古学者が栽培に成功し、エジプトのような灼熱環境でも育つ豆な

ので、緑化植物として全世界に広がっているとか。時を超えて芽吹いた豆も、外敵にはどれくらい持ちこたえられる

でしょうか？がんばれ！伝説の豆！もし、昨年同様収穫できたら、また本を借りてくださった方にお配りしたいと思

っています。 

 思えばここ 1，2 年、日本は内外に厳しい状況が続いていました。その影響もあってか、図書館も図書資料予算が

大きく減るなど、様々な問題もありはします。でも、「冬来たりなば春遠からじ」ともいいますし、寒にあてないと

春の花も開かないのは事実。そう思わなきゃ元気もでませんしね。 

 寒のきつい年の春は百花繚乱になることが多いといいます。その春には日本も少しは明るくなって、図書館のグリ

ーンカーテンも起死回生を果たし、伝説の豆が再び利用者の皆さんの食卓に「豆ごはん」として供されることを願っ

ています。 

                                

 

ぬりつぶし：お休みです 

  ④                        みんなで そだてる たのしい 「みんと」 

火～金 

9：30～19：00 
土･日･祝 

9：30～17：00 

開
館
時
間 

♪ おはなし会 好評開催中♪ 
あんころもち 

(0歳向け 火曜14時～) 

きびだんご 

(0～3歳向け 第1・3水曜 

14時半～) 

おはなし会 

(3歳以上向け 土曜14時～) 

 

 

★ 郷土史教室のご案内 

★ ９時３０分開館を試行します 

★ なるか？起死回生・・・ 

★ イベント報告＆図書館サポーター活動記⑤ 

★ ２月におすすめの本はコレ！ 

★ 展示のご案内 

★ 新着本 

★ 高齢者レクリエーション教室のご案内 

★ 新しいＣＤが届きました！ 

 ①            本 はともだち 鹿島市民図書館 

  発行 かしま市民立楽修大学
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図書館長 野﨑千代美 

早いものでもう２月。 

立春とはいいますが、まだまだ寒い日が続きますね。 

皆様いかがお過ごしでしょうか？ 

２月はイベントが盛りだくさん！ 

節分にバレンタインデー、図書館でも様々なイベントを予定しています。 

ぜひ図書館に足をお運びください。   < k > 

< k > 

 

 

 

＜申し込み・問い合わせ＞鹿島市民図書館：☎（0954）63-4343 

 

201３年 3 月 

日 月 火 水 木 金 土 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       

 

 

２月１日より、試験的に９時３０分から開館します！ 
 

佐賀藩の支藩に関する研究をされている野口朋隆先生が「鹿島藩と佐賀藩」と題して講演を行います。 

 日 時：２月１０日（日）１４時～ 

場 所：エイブル１階 保健センター内いきいきルーム 

対 象：一般５０名（無料） 

※事前申し込みが必要です。カウンター・電話にて受付けます。 

講 師：佐賀大学経済学部博士研究員 野口朋隆先生 

「鹿島藩と佐賀藩」 

201３年 2 月 

日 月 火 水 木 金 土 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28   

 

日 時：３月１７日（日）１４時～ 

場 所：エイブル１階 保健センター内いきいきルーム 

講 師：佐賀女子短期大学非常勤講師 江口英子先生 

対 象：高齢者事業所の職員の方、地域ボランティアの方など 

    高齢者のレクリエーションに関心のある方 

定 員：４５名（参加費無料）2 月 17 日（日）10 時より受付開始 

＜申し込み・問い合わせ＞鹿島市民図書館：☎（0954）63-4343 

 

読み聞かせの

本の紹介も 

ありますよ！ 

２０１１年、第５３回グラミー賞を受賞した実力派の演奏をぜひ。 

『ピアノ協奏曲第２３番・第２４番』 内田光子：ピアノ 

２０１２年の音楽シーンをギュッと凝縮した１枚です☆ 

『グラミー・ノミニーズ ２０１２』 ユニバーサルインターナショナル 

同じく 2011年グラミー賞受賞、世界の“上原ひろみ”の新作です。 

『ＭＯＶＥ』 上原ひろみ：ピアノ・キーボード 

ベンチャーズやシャドウズなど往年のギター名曲、レア音源を収録した決定版！ 

『ベスト・エレキ １００』 EMI ミュージックジャパン 

ユーミンの４０年がつまったベストアルバム！必聴☆ 

『日本の恋と、ユーミンと。』 松任谷由実 

赤ちゃんの生活にぴったり寄り添う心地よい音楽をどうぞ☆ 

『０歳の音楽』 日本コロムビア 

本人セレクトのベストナンバーを集めた必聴の１枚。懐かしい！ 

『OPUS ～ALL TIME BEST 1975-2012』 山下達郎 

意外と知らない正しいお経。今回は浄土宗と真宗が届きました。 

『日常のおつとめ 浄土宗』 日本佛教普及会／企画制作 

 

～介護サービスなどに役立つレクリエーションが盛りだくさんです！～ 

http://www.google.co.jp/imgres?q=%E3%82%8F%E3%82%93%E3%81%B1%E3%81%90&start=373&hl=ja&sa=X&tbo=d&rlz=1T4GPEA_jaJP290JP325&biw=1234&bih=639&tbm=isch&tbnid=nJocAgHMC62L-M:&imgrefurl=http://ameblo.jp/amano-ongakukyousitu/entry-11361785771.html&docid=JwELEZ7xXDHv0M&imgurl=http://stat.ameba.jp/user_images/20120923/07/amano-ongakukyousitu/2c/df/p/t02200220_0577057812201613280.png&w=220&h=220&ei=2GTsUMrcJ46ikgW714CgCA&zoom=1&iact=hc&vpx=516&vpy=294&dur=1300&hovh=176&hovw=176&tx=106&ty=78&sig=102746096602141393266&page=14&tbnh=146&tbnw=146&ndsp=26&ved=1t:429,r:76,s:300,i:232


鹿島市民図書館だより 「みんと」 １３5 号                                    鹿島市民図書館だより 「みんと」 １３5 号                                 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

    

  

下記以外にも『人質』佐々木譲：著（小説）、『心がやすらぐ神棚スタイル』阿部慎也：著（哲学）、『ずさんな家計を整えました』上大岡トメ：著（家庭）、『茶スイーツ』信太康代：著（料理）などいろんなジャンルの本が届いています。 

 ③              ねぇ ねぇ みてみて みんなの 「みんと」 

 

 ②             「みんと」  の  みん  は 「みんな」 の  みん 

『それでも、生きる。』 
 NHK 報道局社会部：著 

イーストプレス：出 

 

震災後 1 年の被災者の現在

を描いた番組を書籍化。あ

の震災から 2 年。我々は被

災者の方々に心を寄り添い

続けなければならないと痛

感する 1 冊です。 

『モダン酒道』 
伊澤治平：著 

マガジンハウス：出 

 

寒い夜にはお酒がおいしい！ 

お酒と料理は切っても切れない

関係ですが、この本では仙台伊

達家御用蔵「勝山」12 代目蔵

元の伊澤治平さんが、日本酒の

新しい楽しみ方をいろいろ提案

しています。おいしそう！ 

『八重の桜』 
山本むつみ：著 

ＮＨＫ出版：出 

 

2013 年 NHK 大河ドラマ

「八重の桜」を、放送台本

をもとに小説化した本で

す。テレビを見る前に読む

べきか、見た後に読むべき

か・・・ 

『すぐ作れる通園通学 

BOOK』 
日本ヴォーグ社：出 

 

はじめてママにもできる簡単

なバック等の作り方。かわい

いわが子やわが孫に作ってあ

げたら、きっと喜ぶことでし

ょう★ 

作りやすい型紙付きです。 

『清川妙 91 歳育ちざかり 

－幸せをつかむ 

笑顔の魔法－』 
清川妙：著 

主婦の友：出 
 

年齢に関係なく元気でいら

れるヒントがいっぱいの一

冊。シニア世代に大人気・清

川妙さんの最新エッセー。 

 

１２月２３日（祝）に図書館のクリスマス会を行いました！たくさんの

お客様でにぎわう中、赤い帽子をかぶった図書館サポーター達はお客様

の誘導や、劇の途中で手遊びのお手本をしたり･･･頑張りました！！ 

節分といえば鬼。想像上の妖怪・鬼に関する物語は驚くほどいろいろ

あります。ここでは“ものすごく怖い鬼”の話と“ものすごく優しい鬼”の

話をそれぞれ紹介いたします。 

「酒呑童子」 
下村良之介：著 

アートデイズ：出 

「チョコレートのおやつマジック」 
村上祥子：監修 学研教育出版：出版 

板チョコと電子レンジで簡単に手作りチョコの完成！ 

 
他には･･･ 

「贈り物にしたい大人の 

ショコラ」 黒川愉子：著   

家の光協会：出 

「かんたんかわいいデコ 

ポップケーキの作り方」 

メディアソフト：出 

など 

ふるさと鹿島への温かい想いを「ふるさと納

税」という形で寄付していただきました。図

書館では児童の調べ学習用図書・乳幼児への

読み聞かせに活用できる本を中心に 65 冊購

入させていただきました。 
 

●「ほしのクリスマス」（パネルシアター） 

             アイ企画：出 

●「もちづきくん」（大型絵本） 

チャイルド本社：出 

●「おおかみと七ひきのこやぎ」 

          福音館書店：出 など 
 

  

多くの児童書を購入できましたことに深く

感謝いたします。ありがとうございました！ 

黙々と作業中… 

会場に 

ご案内！ 

「どうぞ～♪」 

「手遊びをします！」 

大勢を前に 

みんな、緊張･･･ 

サンタと一緒に子ども

達へプレゼント配り。

「ぼくたちが作ったん

だよ★」 

みんなで 

はい、 

ポーズ！ 

より利用していただきやすい図書館を目指して、

これまでより早く開館します。 

朝からゆっくり図書館でおくつろぎください。 
 

職員一同、皆さまのお越しを 

お待ちしております！！ 

さてさて２月といえばバレンタインデーと節分！それぞれにちなんだ本をご紹介♪館内に特集コーナーがあります。 

「子どもと一緒に作りたい」あなた、「友達と盛り上がりながら作りたい」

あなた、はたまた「料理は苦手･･･私にも作れる簡単な手作りチョコっ

て何だろ」と考え込むあなたにおすすめしたいこの 1冊！ 

この本を 

読んで 

小学生が作ったチョコ★ 

超美味でした～❤ 

「こんにちは 

おにさん」 

内田麟太郎：作 

広野多珂子：絵 

教育画劇：出 
夜になると空を飛んで人をさらって

食べるという怖すぎる鬼、酒呑童子。

このド迫力の絵は、子どもを驚かせ

ること間違いなし！ 

見た目は恐ろしいけど、誰もいない

とタヌキとイタチを肩車してくれるや

さしい鬼。これを読むと、もう豆まき

できなくなるかも。 

 

バレンタイン 節分 

他には･･･「せつぶんだまめまきだ」 桜井信夫：著 教育画劇：出など 

  

２月１日より、試験的に 

９時３０分から開館します 

酒蔵ツーリズムアプリ 

の体験もできます！ 

 図書館入口すぐの展示コーナーでは、昨年に引き続

き 3月 30、31日に開催される「鹿島酒蔵ツーリズム」

に関連して、酒や醗酵に関する本を展示しています。

今年も鹿島が盛り上がるよう応援しています！ 


