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★  二羽史裕氏講演会 

★「本をゆずる市」 

★ クリスマス会 

★ 読書週間イベント報告 

★ 年賀状コーナーあります 

★ 新刊 

 ★ 新しく入ったCD・DVD 

 ★ 12・1月の開館カレンダー 

 ★ としょかん日記 

本をゆずる市 

・・・お休みです 開館時間 

9時30分～19時 

土･日・祝日は17時まで 

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～ 

■祝日開館しています■1２月２３日（天皇誕生日）・１月１２日（成人の日） 

■年末・年始休館■12月30日～1月３日 ＊年始は1月４日12時から開館 

♪おはなし会 好評開催中♪ 

  

  一般財団法人 

   鹿島市民立生涯学習・文化振興財団 

  佐賀県鹿島市大字納富分2700-1 

 生涯学習センター エイブル内 

 Tel  (0954) 63‐4343 

 Fax  (0954) 63‐2217 

 http://www.library.city. 

       kashima.saga.jp 

   ２０１４年１１月２０日発行 

<QRコード> 

  先日「自分では探せない本を展示してもらって嬉しいです。」と声をかけてもらい

ました。館内には、絵本からシニア向けの本など、特集コーナーとして１２か所常設し

ています。一度、特集コーナーめぐりをしてみませんか。あんな本やこんな本に出会え

ることまちがいなし。  

 自然災害が多かった今年。来年は干支の「未」のようにほわっとおだやかな年になり

ますように。（M） 

 

鹿島市民図書館 

 父と同じ80代とお見受けするその方の、もってこられた本が気にかかっていました。「本をゆずる市」の

時のことです。図書館の古くなった本を配るだけでなく、本をゆずりたい人ともらいたい人の架け橋になろう

と企画して、寄せられた本は1600冊あまり。図書館に登録させていただいた本もありますが、その多くは新

しい持ち主にもらわれていきました。図書館棄却本1500冊と共に展示配布し東北ゆめプロジェクトにも送っ

て、最終的に残った本はリサイクル業者に出す予定です。 

 「ゆずる本募集します」と市報に載せた朝早々に、その男性は電話してこられました。我が子のために買っ

た全集をもってきたいこと、一度別の所で断られたこと･･･ 

「人にお渡しできないほど、本が傷んでいたらお断りすることもありますので、１冊だけ試しにお持ち下さ

い。」 

と、やや耳が遠くなっておられるその方に大きめの声でご説明したのを覚えています。小学館の世界児童名作

全集53巻は昭和45年発刊で、50年近い時を経てページは黄ばんでいますが、表紙や箱は日焼けもせずきれ

いな状態･･･どこかにしまわれていたのかもしれません。懐かしい装丁のその本の定価は1冊580円。 

 そうそう、それくらいの値段だったと私は思い出しました。決して裕福ではなかった私の小学校時代の小遣

いひと月分が300円。実家は山あいの温泉町で、一軒だけあった本屋には児童書はあまり置いていませんでし

た。バスに乗って隣町のデパートに家族で行き、私は本売り場で貯めた小遣いを手に本を選ぶ･･･年に数度の

ことでしたが、わくわくした気持ちをまだ覚えています。このシリーズの数冊をそうやって買った覚えがあり

ました。 

「重たいしねえ。もらい手はなかなかいないかも。」という心配をよそに、5冊、10冊とその全集本はもらわ

れていき、最終日の朝には残り3冊に･･･そして、その3冊も最後にはなくなっていました。 

 膨大な本や雑誌が出版され、システム化された流通網に乗って大型書店に並ぶ現在、その4割近くが返本処

分されているそうです。絶版になるまでのサイクルも短くなっています。ｗｅｂ上にはもっと沢山の情報があ

ふれていて、そうした情報の海を泳ぎ切ることは、現代人の課題ともなっています。 

そんな時代に天寿をまっとうできた本たちは幸せだったと思います。ご協力いただいた皆さま、ありがとうご

ざいました。 

                            図書館長 野﨑千代美     

                           

★二羽史裕氏講演会「絵本は心のミルク」★ 

ところ： エイブル３階 研修室 

定 員： ４０名ほど 

参加費： 無料 

申し込み：図書館まで（☎６３－４３４３） 

 

 

 

  

新しく入ったCD＆DVDのお知らせ 第二弾！ 

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 1 2 3

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

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

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

28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 31

12月 １月

４

12月７日(日） 

 14時～１6時 

映画 

 ▶「新・御宿かわせみ」 

 ▶「となりのトトロ」 

   ▶「風立ちぬ」 

 ▶「くちづけ」 

 ▶「二十四の瞳」 

 ▶「プラチナデータ」 

 ▶「きっと、うまくいく」 

 ▶「白雪姫と鏡の女王」 

 ▶「ジョーズ」 

 ▶「スター・トレック イントゥ・ダークネス」 

 ▶「42」 

子ども 

 ▶「こどものためのおしごと図鑑」Vol.1・2  

 ▶「怪盗グルーの月泥棒」 

 ▶「キャスパー」 

 ▶「バンビ」 

 ▶「モンスターズ ユニバーシティ」 

そのほか 

 ▶「うつ病」 

 ▶「耳の病気」 

 ▶「不眠症」 

 ▶「かわいく楽ちん浴衣着付け」 

 ▶「懐かしの童謡・唱歌 春夏秋冬編」 

 ▶「パンくん&ジェームズ」 

Ｊポップス 

 ▶安室奈美恵 「バラッダ」 

 ▶加藤ミリヤ 「ザ・ベスト」 

 ▶木村カエラ 「10イヤーズ」 

 ▶三代目J Soul Brothers from EXILE TRIBE 

  「ザ・ベスト・ブルー・インパクト」１・２  

 ▶flumpool（フランプール） 「モニュメント」 

 ▶中森明菜「オールタイム・ベスト」 

歌謡曲 

 ▶ちあきなおみ 
  「ほのぼのと、切なさと、懐かしさと、ちあきなおみ 
 の“黄昏のビギン”は あなたの恋する勇気をサポ 
 ートします。」 

 ▶やしきたかじん「たかじんやっぱ好きやねん」 

洋楽 

 ▶プリンス 「アルティメイト・ベスト」  

 ▶ビル・エヴァンス 「ザ・ベスト・ウェディング・ジャズ」 

演歌 

 ▶「島倉千代子スーパーヒット・セレクション」1・2  

 ▶北山たけし「シングル・コレクション」 

そのほか 

 ▶「サザエさん音楽大全」 

 ▶「朝ドラ50years 2002-2011」 

  

 

CD44点 DVD47点 

＊託児室あります！申し込みは11/30まで＊ 
 
講師のプロフィール 

諫早市立図書館副館長、九州龍谷短期大学教授などを務められ、 

現在は子どもの読書に関する講演を各地で行われています。 

読み聞かせに興味のある方、 

お子さんと絵本を楽しみたい方、 

         パパも大歓迎！ 

 

ほかにも色々あるよ！ 
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『聞くだけで自律神経が整うCDブック』  

小林弘幸 ：著  

アスコム：出 

疲れや寒さで眠れなく

なっていませんか。お 

布団に入って、自律神

経を整える音楽を聴き

ながらゆっくり眠りま

しょう♪CD付き。 

『ＬＧＢＴってなんだろう？ 

 からだの性・こころの性・好きになる性』  
『遺言 対談と往復書簡』 

志村ふくみ・石牟礼道子：著 

筑摩書房：出 

長年の友である90 

才の染色家と87才 

の作家。自身の命の 

タイムリミットを強 

く意識する２人から 

の最後のメッセージ。 

『全国のR不動産  面白くローカルに住む   

 ためのガイド』 
東京Ｒ不動産ほか著 

学芸出版社：出 

佐賀出身の馬場正尊さ

んらが設立した東京R

不動産は規格にとらわ

れない物件で大人気。 

R不動産ならではの視

点で地方都市の魅力を

ザクザク発掘！ 

『用具係入来祐作 僕には野球しかない』 

随 筆 健 康 社 会 不動産 スポーツ 

薬師 実芳ほか：著 

合同出版：出    
20人に１人ともされ

るＬＧＢＴ（同性愛等の

性的少数者）の子供達。

彼らを理解し成長を見

守るためにできること

を紹介しています。 

新刊本 

★クリスマスイベント★人形劇団「いちごじゃむ」がやってくる！！ 

★読書週間イベントへのご参加ありがとうございました！★ 

ところ：エイブル１階 保健センター内 いきいきルーム 

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：不要           

12月21日(日） 

 14時～15時 

11月２・３・４・５日「本をゆずる市」 

１１月３日 

本の修理体験「本のお医者さんに挑戦！」 
多くの方々が本をもらってくださいました。 
読まれなくなった本がもう一度誰かに読んでい
ただいて、一人でも多くの人の心に残る、ある
いは役に立つかもしれないと思うと、とても嬉し
いです。 
ゆずってくださった方々、もらってくださった方々、
誠にありがとうございました。 
 

みんなで来てね！ 

   待ってるよ～～！ 

サンタさんからのプレゼント 

       もあるよ♪♪ 

人気のものは、年末になると貸出中になります。お早目に♪ 

貸出カウンター前に 「自分で作る年賀状」コーナー 

                    を作りました！ 

ほかにも色々ありマス★ 

10月25日～11月28日 

「ポップで紹介！みんなのオススメ本」展 

今年もたくさんのご応募ありがとうございま
した。展示が終わってもヤングコーナーにある
ファイルで見ることができます。 
みんなの力作をぜひ見に来てくださいネ！ 

１０月28日～11月14日 

高齢者施設の巡回訪問「絵本読みかたり隊」 

今年も訪問先のみなさんとの出会いにわくわく
しながらおじゃましました。水戸黄門のパネルシ
アターに真剣に見入ってくださる方、懐かしい
童謡に目を輝かせて歌ってくださるみなさん。笑
顔とパワーをいただいて、毎回あっという間に時
間が過ぎていきました。 

入来祐作：著  

講談社：出 

輝かしい戦歴のエース

が一転してプロ野球

チームの用具係に。 

野球しかない、という

一意専心で裏方に徹す

る入来さんの自叙伝で

す。 

図書館で日頃行っている、外れてしまったペー
ジのノリ付けや破れた部分のテープ貼りなどの
修理体験をしていただきました。ご自宅の壊れ
た愛読書を持参されたり、小学生たちもたくさ
ん参加してくれました。これからも本を大切に
読んでくださいね！ 

『ひつじ年のゆる文字年賀状 手書きで想いを届ける 』 

 宇田川 一美：著  誠文堂新光社：出  

『心をこめて 書の年賀状』 

 三上栖蘭：著 日貿出版社：出 

『もらってうれしい 木版画の年賀状』 

 伊藤卓美：著 日貿出版社：出 

『和紙絵の年賀状』 

 田中ゆみ：著 日貿出版社：出 

『人気作家９人が作る  いますぐ彫りたい消しゴムはんこ』 

 ブティック社：出 

『スタンプ感覚で楽しむ レトロでかわいい芋版画生活』 

 小町谷新子：著 日貿出版社：出 
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