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  ♪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～ 

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 

ホームページ 

http://www.library.city. 

kashima.saga.jp 
    ＜QRコード＞ 

Eメール 

kashimal@theia.ocn.ne.jp 

＊祝日は開館します＊12/29（日）～1/3（金）は年末年始のため休館します。＊1/4（土）は12～17時の開館です。 

 

 

 

 

と き：１２月２3日（祝・月） 14時～15時 

ところ：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（保護者同伴可） 

参加費：無料（申し込みの必要はありません）            

 

↑「いちごじゃむ」のお二人とサポーターのみ
なさんです。今年も楽しいお話がもりだく
さん！図書館からプレゼントがあるよ！お楽

サンタさんも 

 くるよ♪♪ 

   はやいもので、もう師走！ 

   師走は僧侶が走るとも先生が走るなど諸説ありますが、慌ただしく過ぎていくのは間違いないですね。 

   みなさん！今年はどのような年でしたか？やり残したことはありませんか？ 

   そうじ、かたづけ、おせちに、年賀、ダイエット…etc.… 

   図書館にはお助け本がたくさんあります。どうぞご利用ください。 

   そして、気持ちよく来年を迎えましょう。          k♡ 

            

   皆さん、「かんす」ってご存じですか。藤津鹿島の方言で「やかん」のことだそうです。「湯釜」の古語でも

あり、今はもう使われることが少なくなってきた言葉のひとつです。今年の「絵本読み語り隊」のメインのお話

のひとつは「金のかんす」のパネルシアターでした。 

 “黄金のふさふさしたしっぽを持つ狐は悪い村人といっしょに、酒屋からお金をだましとろうと金のかんすに

化けます。まんまと酒屋をだました小判を手に入れほくほく顔の狐は、こっそり元の姿にもどるつもりが、時は

寒い年の暮れ、そのまま火にかけられ大慌て･･･”昔からこの地方に伝わるお話は鹿島弁満載です。「そいばっ

てん、今日は寒かなた～」市内のデイケア施設の広間で、練習の成果を披露しているのは図書館職員や市内ボラ

ンティアの方。にこにこ笑いながら聞いて下さっている皆さんの中には、車いすの方や施設職員の方もおいでで

す。体をほぐすレクリエーションなども和やかなムードで参加していただき、ご協力に感謝しています。 

 ６回目を迎えた「絵本読み語り隊」、今年は市内10箇所の高齢者施設におじゃましました。 

「地元のお話を」というご要望を受けて去年手作りした「金のかんす」のパネルシアターに、 

ボランティアの方が絶妙のタイミングで太鼓や笛の音響を入れて、会場を沸かせてもらって 

いました。ひとり増えてふたりになったボランティアの方はどちらも抜群の語り上手でも 

あります。新しい仲間が増えるのは本当に心強いことです。 

 少子高齢化の問題が言われて久しく、ここ鹿島でも高齢者施設が年々増えてきました。そうした 

場所で働く方が「高齢者レクリエーションの本を」とか「なつメロのCDを」などと来館されることも 

よくあります。図書館ではデイサービスの途中に寄っていただけるよう、車いすでも立ち寄りやすい場所に大活

字本を並べ、「シニア向けおすすめ企画」もそばに配置しています。心豊かに老いること、日々を丁寧に生き文

化をつないでいくこと･･･その手助けを図書館も共にやりたいと願っています。 

                                                       図書館長 野崎千代美 

 

 

★ クリスマス会のお知らせ 

★ 「絵本読み語り隊、ご協力ありが 

  とうございました。」 

★ 読書週間のイベント報告 

★ クリスマスにおすすめの本＆ＣＤ 

★ 新着本の紹介 

★ 新しいＣＤ＆ＤＶＤが届きました  

★ 1２・１月の開館カレンダー 

★ 図書館日記 
 

 

新しいCD・DVDが１０１点届きました。12月の中旬から順次貸出を始める予定です。パスワード登録をされている方

は、図書館のホームページや館内の検索機からも予約することができます。ぜひご利用ください！ 

＊お願い＊ＣＤやＤＶＤはキズがつきやすく、音飛びや映像の乱れの原因となります。小さなお子さんがご覧になるときは、
保護者の方がディスクを出し入れをしていただけますようお願いします。 

●交響曲第一番<HIROSHIMA> /佐村河内 守  

●『小澤征爾さんと、音楽について話をする』で聴いたクラシック 

  /小沢征爾×村上春樹 

●GRAMMYノミニーズ2013/ザ・ブラック・キーズ 

●アイリッシュ・ハープの調べ/G・イェーツ 

●天晴（あっぱれ）/さだ まさし 

●Love Collection~PINK~ /西野 カナ 

●sakanaction /サカナクション 

●B'z The Best ΧΧΧⅤ 1988~1998 /B'z  

●うたって覚えYo！日本史&世界史 /小日向 えり 

●いいね！最新キッズソングZ /並木 のり子 

●パチパチパレードっ！~いないいないばぁっ！~ 

など４９点 

 

●テルマエ・ロマエ /武内英樹 

●のぼうの城 /犬童 一心 

●切腹 /小林正樹 

●リロ＆スティッチ 

●パイレーツ・オブ・カリビアン 

●綾小路きみまろ爆笑最新ライブ名演集 

●豆助っていいな。~和風総本家～ 

●認知症の人の体験世界を感じてみよう 

 （認知症の人のアセスメント ケアプランシリーズ） 

●もりよの消しゴムはんこ教室~図案つき～ 

●超ＳＦ社会科見学~ハイテク施設編~  

●これが正しいラジオ体操 /多胡肇 

●黒魔女さんが通る！１ 

など５２点 

 《ＣＤ》   《ＤＶＤ》  

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4

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

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

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

29 30 31 26 27 28 29 30 31

１２月 １月

  

開館時間 

火～金曜日 

9：30～19：00 
土･日曜日、祝日 

9：30～17：00 

４ 
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      ☆今年の演目☆ 
大型絵本： 「にんじんとごぼうとだいこん」 
大型紙芝居： 「萬姫」（祐徳稲荷神社の話） 
       ＆「なんにもせんにん」 
うた ：「みかんの花咲く丘」＆「ふるさと」 
パネルシアター：「金のカンス」（藤津郡の昔話） 
大型絵本： 「オニのごちそう」or「大きなかぶ」 

 

その他『ごちそうさん』上、蒔田陽平『おしん』（小説）、田部井淳子『それでもわたしは山に登る』（スポーツ）、『これで解決！困った老朽貸家・貸家問題』（サービス産業）などいろんなジャンルの本が入りました。 

『るるぶ イタリア  '14』 

JTBパブリッシング：出 

行ってみたい憧れの国、

魅惑のイタリア♪ 

ローマ、フィレンツェ・

ミラノ・ヴェネツィアの

お散歩ナビやお店の案内

などを収録。地図もつい

ています。 

『桐谷さんの株主優待ライフ』 

桐谷広人：著 

小学館：出 

おもしろくて桐谷さんか

ら目がはなせない！ふだ

んは自転車で爆走。肺活

量は女子競輪選手なみ。

元将棋棋士・桐谷さんの

株主優待ライフを紹介し

ます。 

『真夜中のパン屋さん 』4 

大沼紀子：著 

ポプラ社：出 

テレビドラマで放映中の

大人気小説。真夜中に

オープンする不思議なパ

ン屋さんに現れたのは、

ワケアリ男女2人組。居

候女子高生の希実は、不

本意ながらも、またまた

事件に巻き込まれて…。 

『美しい手になるハンド＆ネイルケア』 

木村 安气子：監  

世界文化社：出 

 手荒れが気になる季節で

す。手のメンテナンスを

してツルツル＆ピカピカ

の手で冬を過ごしましょ

う♪ 

『香川戦記』 

キッカー：編  

イースト・プレス：出   
名門マンチェスター・ユ

ナイテッドで活躍する香

川真司選手の激闘を記録。 

欧州を代表するサッカー

専門誌「キッカー」が編

集しています。 

社会 美容 スポーツ 小説 旅行 

「気」になる 

「本」の 木 

育てましょう 

ポップで紹介！ 

み ん な の 

オススメ本 

絵本読み語り隊（シニア向け） 

「図書館へ来る機会の少ない高齢者のみなさんと一緒に、本の世界を楽しみたい！」という思いから、２００９年の秋の

読書週間にはじまった「絵本読み語り隊」も今年で６年目。市内の高齢者施設１０か所を訪問し、大型紙芝居・大型絵本、

パネルシアターを使って読み語りを行いました。 

 

エイブル号に本やパネルシアターを積んで・・・ 

↑鹿島の写真集と昔の教科書を手に

取っていただく時間も設けました。

「なつかしか」「私たちの頃の教科

書は”ハナ、ハト、マメ、”でした

よ」など、お話が盛り上がりました。 

 
みなさんの笑顔に包まれて、 

楽しい気持ちで読むことができ

ました。参加者のみなさん、施

設の職員さん、お手伝いいただ

いたボランティアの方々…ご協

力をいただき、本当にありがと

うございました！ 

↑「おおきなかぶ」 

みなさんに、。「うんとこしょ！」

「どっこいしょ！」と大きな掛け声をか

けていただいて、スタッフも熱演！ 

↑「なんにもせんにん」 

「怠けもので、昼もブラブラ、

なぁ～んにもせんにん！」のく

だりでは、「あれまぁ」と笑い

に包まれました。 

みなさんのオス

スメの葉っぱで

こんなに立派な

木に成長しまし

た！ 

おもわず紹介され

た本を読みたくな

るような、丁寧で

きれいなイラスト

がたくさん届きま

した♪ 
 

ケーキ・スイーツ 

フラワーアレンジメント 

その他 

『クリスマスのお菓子ＢＯＯＫ』オレンジページ：編 

『スポンジケーキの本』荻田尚子：著 

『カップケーキの本 はじめてでもおいしく、楽しく作れる』 

 まちやま ちほ：著 

『お菓子とケーキ 絞り・飾り・生地・デコレーションＢＯＯＫ』  

 植本愉利子：著 

『バームクーヘンの本』福田淳子：著 

『おかしでつくるデコアート』 
 ㈱明治：編/日東書院：出 

『フランス料理 ＡＢＣ』 
Ｐ・ジュリアン：著/文化出版：出 

その他 
『おうちでパーティ！親子で楽しむちっちゃなおもてなし』 

 赤ちゃんとママ編集部：編 

『親子で楽しむ１２カ月のキッズイベント』辰元草子：著 

『Aoyama Flower Market BOOK』 
Aoyama Flower Market：編/パルコ：出 

『コーギーヒルのいちばん楽しい日』 
 T・テューダー：著 
 メディアファクトリー：出 

その他（CD） 
「Feel （フィール）」 

（サラ・ブライトマン、小林桂、千住真理子など） 

「３大テノールのクリスマス 

     ～クリスマス・イン・ウィーン 1999～」 

「ハッピークリスマス」 

（クィーン、ジャクソンファイブ、ナットコールキングなど） 

「ペイント・ザ・スカイ～ベスト オブ エンヤ～」 

 

 

料理 

絵本・CD 

人気の生花店「青山フラワーマーケッ
ト」が提案する１輪の花とともに暮らす
幸せな空間。冬の花を飾ってクリスマス
を楽しんでみては。ご存じの方も多いと
思いますが、社長の井手さんは鹿島市
出身です。 

アメリカ人のターシャが描くクラシ
カルなクリスマスの情景は、もはや
日本でも定番。子どもと一緒に読
んだり、部屋に飾るもの素敵です。 
 

オススメ！ オススメ！ 

オススメ！ 
オススメ！ 

その他 
『クリスマスから始まるフラワーアレンジメント』 

 本多洋子：著 

『季節の花でつくる12カ月のリース』CHAJIN：著 

『ベリーフルーツ・季節の実ものフラワーアレンジ講座』 

 永塚慎一：著 

既製品のお菓子をくっつけてサンタさんを作ったり、ア
イシングで飾ったものをケーキのデコレーションにしたり。
小さなお子さんも一緒に楽しく作れそう！ 

年に一度のクリスマス、ワンプ
レートで楽しめるフランス料理な
んかいかがでしょう？おうちで気
軽に楽しむフレンチの先駆けと
いえば、この1冊♪ 

みんなでたのしい 

クリスマス♪♪ 

NO IMAGE 

NO IMAGE 
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