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▶「アンコール！」 
P.A.ウィリアムズ：監督、Ｖ.レッドグレイプほか出演、 

アスミック・エース：販売 

 
 

 

 

 

★ 子ども読書週間イベント① 

★ 「育て！読書リーダー」 

★ 子ども読書週間イベント② 

★ 2014年によく借りられた本・ 

  CD・DVD  

★ 新着本 

★ 新しく入ったDVD  

★ 開館カレンダー 

★ としょかん日記 
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鹿島市民図書館 

開館時間 

9時30分～19時 

土･日・祝日は17時まで 

 

♪おはなし会 好評開催中♪ 

 あんころもち（0才） 

火曜 14時～ 

きびだんご（0～3才） 

第1・3水曜14時半～ 

おはなし会（3才～） 

土曜14時～ 

・・・お休み 

誰かにプレゼントを贈るとき、みなさんはどんな贈り物を選びますか？ 

家族の誕生日プレゼントにいつも頭を悩ませている私ですが、今年は本を贈ろうと思っています。気に入ってく

れるか分かりませんが、新たな発見になってくれるといいな～と思っています。「図書館のお楽しみ袋」は、図

書館からのプレゼント。意外な発見や出会いが待っているかも！？みなさんぜひ、借りてみてくださいね(*^_^*) 

（A） 

「育て！読書リーダー」 

祝日も開いています！ 

5月 3日…憲法記念日 

5月 4日…みどりの日 

5月 5日…こどもの日 

5月 6日…振替休日 

4/23～5/12 春の子ども読書週間イベント  ★本は★キラキラ★万華鏡★ 

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 1 2 3 4 5 6

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

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

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

24 25 26 27 28 29 30 28 29 30

31

5月 6月

ビンゴカードに書かれた分類番号の本をかりてスタンプを押してもらお

う。３列ビンゴができたらプレゼントがもらえるよ！ 

回 数：ひとり１回 ※図書館カードを持ってきてね！ 

新しいＤＶＤが入りました！ 

日本の映画 

▸小さいおうち 

▸武士の献立 

▸鉄道員（ぽっぽや） 

 

名作・旧作も！ 

▸飢餓海峡（きがかいきょう） 

▸きけ、わだつみの声 

▸細雪（ささめゆき） 

▸おしゃれ泥棒 

▸三十四丁目の奇跡 

▸グレムリン 

▸めぐり逢えたら 

外国の映画 

▸硫黄島（いおうじま）からの手紙 

▸LIFE！（ライフ） 

▸リリィ、はちみつ色の秘密 
▸華麗なるギャツビー＊ディカプリオ主演 

 

バラエティ 

▸綾小路きみまろ 

 爆笑！エキサイトライブビデオNo,5 

 

ドキュメンタリー 
▸先祖になる＊ベルリン国際映画祭受賞作品 

▸終戦の日本・・・昭和20年 

健康 

▸黒田恵美子のウォーキング 

▸脳トレビクス100 

 

そのほか 

▸人体 

▸世界一わかりやすい英会話 

 の授業 No,2 

▸会葬のてびき 

 

▶「君に届け」 
熊澤 尚人：監督、椎名 軽穂：作、多部 未華子・三浦 春馬

ほか出演 、アミューズソフト：販売 

３才～小学生 対象 

 なるほど、日頃本を手に取るからこその発想だなと感心しました。先月発表された「佐賀県こども

UD(ユニバーサルデザイン)作品コンクールで、大賞を受賞した七浦小学校6年生、柳瀬愛さんのこと

です。愛さんは鹿島市民図書館で「子どもサポーター」としてがんばってくれた女の子で、受賞作品は

題して「なみなみ本」。イラストを見るとページの端と背表紙に工夫があります。背表紙にくぼみをつ

けて端にシリコンを入れ、本棚に並べた時に取りやすく滑りにくくするのだとか。ページの端は交互に

波打ち、めくり易いようデザインされています。お年寄りや力の弱い人のためにデザインされた本です。  

 愛さんは4年生の時から2年間「子ども図書館サポーター」として活躍し、３月末の修了式を最後に

巣立っていったお子さんです。市内の各小学校の4・5年生からなるサポーターは全部で１０名。イベ

ントの進行や司書の補助、グリーンカーテン作りなど様々な活動の様子は前号の「みんと」でもお知ら

せしましたが、違う小学校でも子ども達は仲良くなり、修了式の日も楽しげに盛り上がっていました。 

「下級生にブックトーク(本の紹介)をせんばとけど・・・」とか 

「蔵書点検期間中でさ・・・」とか、教えていない専門用語が飛び交うのを小耳に挟み、私はびっくり

しました。 

「もしかして学校でも図書委員会の人がいるのかな？」と、私。 

そうしたら、その日来ていた8人全員の手が挙がったのにはまたびっくり。担当の先生方が細やかに指

導をされているのだろうと頭が下がりました。 

 あたりは今、春真っ盛り。まぶしいほどに緑も育っていきます。5年生のサポーター達が巣立って

いったのは少しだけさびしいけれど、きっと学校でも最上級生として様々に頑張ってくれることで 

しょう。 

           図書館長 野﨑千代美 

  

        

        

＊このほかにもいろ
いろあります！新着
ＣＤ・ＤＶＤコーナーを
ご覧ください＊ 

そのほかのイベントは２ページへ！ 

おすすめの映画 

ガンコで気難しいアーサーは妻のために元気ノリノ
リの合唱団でラブソングを歌うことに・・・！？
涙と笑いがいっぱい。心温まるシニアのラブス
トーリー。 
 

教室でちょっと浮いてしまっている高校
生の爽子の初恋と成長の物語。主演
の二人が爽やかな青春映画です。大
人気少女マンガの映画化★ 
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★「図書館のおたのしみ袋」５/16(土)～24(日) 

『紛争解決人 世界の果てでテロリストと闘う』  

森 功：著 

幻冬舎 

アフガニスタンなどの紛

争地域で武装解除を指揮

し、テレビでも紹介され

た伊勢崎賢治さん。戦闘

状態から武器を置くまで

のもっとも難しい過渡期

を描くノンフィクション

です。 

『運営からトラブル解決まで 

 自治会・町内会お役立ちハンドブック』  

『神様のカルテ ０』 

夏川 草介：著 

小学館 

人気小説『神さまのカル

テ』の前日譚。医師になる

前の主人公一止（いちと）と

仲間の友情を描いた「有

明」や、病院職員の交流を

描いた「彼岸過ぎまで」な

ど、４編を収録。 

『ふだんの金沢に出会う旅』 『ミカン山に吹く風』 

小 説 旅 行 

新着本 

鶴田ほとり ：著  

熊本日日新聞社 

持続可能な農業をめざして

有機農業でのミカン作りを

始めた鶴田一家。多忙なが

らもほっこりとしたぬくも

りの日々が綴られています。 

農 業 伝 記 

水津 陽子：著  

有楽出版社  

いざ、自治会の役員や世

話役になったらどうした

らいいの？基礎知識から

ケーススタディまでやさ

しく解説しています。 

自治会  

季刊「のぼろ」 西日本新聞社：刊 文芸誌「群像」 講談社：刊 

新しい雑誌が入りました！ 

★こどもの読書週間イベント★ 

★5/２（土）おはなし会とぬいぐるみのおとまり会 

時 間： 午後２時より３０分ほど 

場 所： おはなしの部屋 

申し込み：おはなし会は不要です。 

     ※「ぬいぐるみのおとまり会」の申し込みは終了しています。 

 

たのしいおはなしがいっぱいです！「ぬいぐるみのおとまり会」に参加 

しない子どもたちにも、小さなプレゼントを用意しています。 

みんなで来てね～～！！ 

 

ぬいぐるみのおとま
り会の様子は後日
お伝えします★ 

タイトル 著者

1 かいけつゾロリ 原 ゆたか

2 一期一会（いちごいちえ） マインドウェイブ

3 いじめ 五十嵐かおる

小説 児童 

鹿島コーナー 

タイトル 著者

1 柳原白蓮 井上 洋子

2 島 義勇伝 エアーダイブ

3
町並～日本の原風景・重要伝統的建造物

群保存地区～
森田 敏隆/写真

地域コーナー 

タイトル ミュージシャン

1 ディライト miwa（ミワ）

2 センチメンタルラバーズ 平井 堅

3 日本の恋と、ユーミンと。 松任谷 由実

4 ハートソング クリス・ハート

5 遊音倶楽部ファーストグレード 絢香

CD DVD 
タイトル 監督

1 図書館戦争 佐藤 信介

2 もののけ姫 宮崎 駿

3 わが母の記 原田 眞人

4 のぼうの城 犬堂 一心

5 北のカナリアたち 阪本 順治

「群像」は昭和21年に創刊し

た文芸誌で、講談社でもっと

も歴史のある雑誌です。芥川

賞の候補になる小説を多く掲

載しており、今年の受賞作で

ある小野正嗣さんの「九年前

の祈り」も掲載されました。

週刊誌・文芸誌コーナーにあ

りますので、ぜひお手に取っ

てご覧ください！ 

 

杉山 正博：著 

主婦の友社 

新幹線が開通した金沢

には心地よいお店がた

くさんあるそうです。

地元の人が「ぜひ行っ

てみて！」とおすすめ

する、”金沢愛”いっ

ぱいのガイドブック。 

意外と読んでいない本が

あるかも！？ ぜひ借りて

みてください。 

＊すべてシリーズです。 

★日本の映画がダントツに人気！ ★その他「サザエさん音楽大全」「蝦原英里のハッピーベイ
ビーメッセージ」なども人気がありました。 

九州・山口に密着した山歩きの専門誌

です。山頂を目指すもよし、のんびり

歩いて散策するもよし…山を歩くこと

の魅力が満載の雑誌です。また、豊か

な自然の写真や季節の花・イベントの

情報も豊富に掲載。ルートマップもつ

いているので、よく知っているあの山

の新たな魅力が発見できるかも！？ 

＊佐賀の山を特集したバックナンバーは地域コーナーにあります。 

★5/16（土）小学生の一日職員体験 

いろいろなテーマごとの本が入った「おたのしみ袋」を貸し出します。 

どんな本が入っているかは、借りてからのお楽しみ♪ 

子どもだけでなく一般やYA（ヤング）の本もあります♪♪ 

（＊申し込みは終了しています） 

子どもたちが貸出カウンターや返却カウンターなど、図書館の

お仕事を体験します。みなさんの応援をよろしくお願いしま

す！！ 

タイトル 著者

1 鹿島の方言（鹿島市史資料編３） 鹿島市

2 鹿島の人物誌（同４） 鹿島市

3 後世に残したい鹿島のうた（CD）
「鹿島の歌とおどり

の祭典」実行委員会

タイトル 著者

1 虚ろな十字架 東野 圭吾

2 海賊とよばれた男（上） 百田 尚樹

3 祈りの幕が下りる時 東野 圭吾

虚像の道化師（ガリレオ７） 東野 圭吾

ホテルローヤル 桜木 紫乃

湯島ノ罠（居眠り磐音江戸双紙44） 佐伯泰英

永遠の０ 百田 尚樹

マスカレード・ホテル 東野 圭吾

9 海賊とよばれた男（下） 百田 尚樹

10 新参者 東野 圭吾
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②　　　　　　　　　　　「みんと」の　みんは　「みんな」の　みん 　　　　　　 ねえ　ねえ　みてみて　みんなの　「みんと」　　　　　　　　　　　③


