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★ クリスマスのおすすめ本 

★ 新着本 

★ 好評でした！ 

  「図書館の基礎のきそ」 

★ 年賀状づくりにチャレンジ！ 

★ 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 

先日、急にクッキーが作りたくなり、道具と材料を揃えました。普段は、ほとんどお菓子作りを

しないのですが、図書館に並んでいた本の表紙に心惹かれて思い立ったのです。これから寒くな

る季節、家の中で手づくりを楽しみながら過ごすのも素敵だなと思います。 

図書館には、「手づくり」を特集したコーナーがあります。ぜひ手に取ってみてください。お気

に入りの1冊が見つかるかもしれませんよ。（Y） 

 

「こころの健康コーナー」 

祝日も開館！ 
＊１２月２３日（天皇誕生日） 
＊１月１１日（成人の日） 

 めだたない所に配置を変え、かえって借りられるようになったコーナーがあります。「こころの健康

コーナー」です。図書館奥の角っこで2面が窓に面し、ぼんやり外を眺めるには最適の所かもしれませ

ん。席に座ると、どっしりしたケヤキ並木に包まれる感じになります。置いてあるのはエッセイ、絵本、

写真集や医学関係の本など、分類を超えて「こころ」をテーマに選んであります。持ち帰りＯＫの関連

パンフレット、「働く人のメンタル・ポータルサイト」紹介のポスターも。 

 実はこのコーナー、自殺予防止対策事業補助金で作られたものです。当初は新コーナー紹介の意味も

ありもっと目立つ所に配置していたのですが、検討の結果、今の場所へ移動･･･どうやら正解だったよう

です。最近、鎌倉市の図書館司書が「学校が死ぬほどきつかったら図書館へおいで」とツイッターでつ

ぶやき話題になりました。そう深刻ではなくとも、心がきつい時は誰しもあります。図書館はそういう

時の居場所のひとつかもしれません。 

  「素朴な琴」   八木重吉 

  この明るさのなかへ 

   ひとつの素朴な琴をおけば 

  秋の美くしさに耐へかねて 

  琴はしづかに鳴りいだすだらう 

そのコーナーの詩集から紹介しました。窓の外には、澄んだ光の中ケヤキの大木がゆったりと枝を伸ば

し、視線を転じると遠い秋空を背景にアメリカカエデも赤く色づいています。巡る季節の営みは、八木

重吉の頃と変わらず続いているのでしょう。静かな館内の書棚には、営々と続く人間の過去と現在が整

然と並んでいます。心のシフトチェンジがいるなあと思う時など、ぜひお立ち寄りください。 

 

                            図書館長 野﨑千代美 

１２月２３日（水・祝日） としょかんのクリスマス会 

人形劇団「いちごじゃむ」がやってくる！！ 

＊お調べもの＊ 

レファレンス 

時 間： 午後２時～３時 

場 所： エイブル１階いきいきルーム（保健センター内） 

対 象： 幼児から小学校低学年くらいまで ★保護者の方もご一緒にどうぞ！★ 
参加費： 無料 

事前申込：不要 

 

 

年賀状づくりにチャレンジ！！ 

・『筆ペンで書く さる年のゆる文字年賀状』 

     宇田川 一美：著 誠文堂新光社 

・『和モダン手づくり年賀状 

       ～ちぎり絵・消しゴムはんこ・芋版クラフト 

  ・スタンプ&コラージュ・紙版画・紋切り遊び～ 』日貿出版社：編 

・『猿を描く 水墨画年賀状』 

     水墨画塾編集部：編 誠文堂新光社 

～新しい本も色々入っています～ 

貸出カウンター前に

年賀状コーナーがあ

ります。こちらも要

チェックです☆ 

来年は申年（さるどし）です！ 

♪♪サンタさんも来るよ♪♪ 

【年末年始休館 12月28日～1月４日】※休館期間中は、燻蒸作業のため「本のポスト」を閉鎖します。 

本の返却は1月5日の開館以降にお願いします。 
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『デジタル「遺品」が危ない 

   そのパソコン遺して逝けますか？ 』  

萩原 栄幸：著 

ポプラ社 

パソコンの中の写真や

メールなどのデジタル遺

品のトラブルが増えてい

ます。家族や周りの人を

困らせないための生前整

理の方法などを紹介。 

『世界でもっとも貧しい大統領  

            ホセ・ムヒカの言葉』  
『本に語らせよ 』 

長田 弘：著 

幻戯書房 

５月に亡くなっ長田さん

の本に関するエッセイ集。

草の匂いのする枕草子、

「これからを生きる糧は

これまで遺されてきた言

葉」という冒頭から始ま

る「論語」など、柔らか

な表現に引き込まれます。 

『家事で脳トレ６５』 『もしも悩みがなかったら』 

新着本 

鉄拳：画 水野 敬也：著 

文響社 

引きこもりの“僕”の

前に現れた巨大な悩美

（なやみ）ちゃん。彼女

との二人三脚の生活を

送るうちに気づいた悩

美ちゃんの真の姿と

は？結末に涙がじゎ～ エッセイ 

佐藤 美由紀：編 

双葉社 

世界中が注目したリオ

会議でのスピーチや南

米諸国連合会議でのス

ピーチなど、情熱と

ユーモア、知見がいっ

ぱいの元大統領の言語

録です。 エッセイ 環 境 情 報  健康法 

加藤 俊徳：著 
主婦の友社 

夫を福山雅治と妄想し

て料理を作る（ナルホ

ド！）、利き手の反対

で拭き掃除、片づけは

タイマーをセットして

スタート！…等々脳ト

レのコツ、満載です。 

『さやかに星はきらめき クリスマスエッセイ集 』  

遠藤 周作：編 

日本基督教団出版局 

 

「きよしこの夜」「もろびとこぞりて」などのおなじみのクリスマ

スソングに沿ってまとめたエッセイ集。遠藤周作、椎名麟三、津島

祐子などの作家が、幼い頃のクリスマスの思い出や忘れがたいクリ

スマスの出来事について綴っています。 

『めぐり逢えたら 』 （ＤＶＤ） 
ノーラ・エフロン：監督 

トム・ハンクス、メグ・ライアン：出演 

 
クリスマスイブの夜、ラジオの人生相談コーナーに登場したのは病気で母を亡くした

９歳のジョナ。「パパに新しい奥さんを」というクリスマス・ウィッシュ（クリスマ

スのお願い）に全米中の女性が涙し、そしてパパのサムにラブレターが殺到！その中

からジョナが選んだ女性とは・・・？ ウィットとユーモアに富んだ物語の展開やし

ぶ～いジャズのＢＧＭ、ラストシーンのエンパイアステート・ビルの輝きなどなど…

ロマンスの王道です。 

★好評でした★ 「図書館基礎のきそ～使い方学びませんか～」 

お正月や成人式にどうぞ！～振袖と和装のヘア・スタイルの本～ 

１１月８日、秋の読書週間にあわせて「図書館基礎のきそ講座」を開催しました。 

図書館の中の本はどのように置かれているのか、本の表示、本の探し方といった基本的なことを

知っていただき、より図書館を活用していただきたいというのがねらいです。参加してくださった

みなさんは熱心に話を聞いてくださり、館内ツアーでも色々な質問があがりました。 

年のはじめに和服を着られる方や成人の日を迎える方に、

おすすめの本が入りました。 

年末になると仕事納めや大掃除、おせち作りなど、いろ

いろと忙しくなりますよね。早めに髪型やコーディネイ

トを考えておくと、安心して新年を迎えられます。ぜひ、

今の季節にどうぞ。 

 

・『振袖記念日 2017』 主婦と生活社 

・『TPO別きものの髪型』 

  山崎伊久江：著 世界文化社 

館内の本の検索機のレ

シートの見方を説明しま

した。大人の本と子ども

の本の見分け方や、請求

記号の見方なども。 

館長が館内を案内。 

テーマごとの展示など

を紹介しました。 

データベースを見ること

ができるパソコンを紹介。

みなさん熱心に見学！ 

実際にレシートを持って、

本を探しました。どこに

あるかな？？？ 

◎展示のお知らせ◎「夢に向かって羽ばたけ！スポーツ選手からあなたへ」12/20（金）まで 

サガン鳥栖（サッカー）、久光製薬スプリングス（バレー）、トヨタ紡械九州レッドトルネード

（ハンドボール）の監督・選手のオススメの本を本人のコメントつきで紹介します！ 
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