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★ 子どもの読書週間イベント 

★ 新着本 

★ 英語の絵本コーナー 

★ 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・ 
 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 

「葉桜の頃をすぎて」 
祝日も開館！ 

＊４月２９日（昭和の日） 
＊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） 

 今年の桜は、春の嵐を受けて一夜で葉桜へ変わりました。１週間にも満たない花の季節を日本人が心待ち

にし桜を愛でるのは、そのはかない美しさ故なのかもしれません。 

少し前のことになりますが、まだ満開までには日のある頃に桜茶をいただきました。利用者のＫさんが塩漬

けの桜をくださったのです。聞けば、以前レファレンス(図書館での調べ物相談)でその作り方についてお尋ね

をされたのだとか。ご紹介した本を参考に作られた桜の塩漬けは見事なできばえでした。「花が咲いてから

では遅いんです。自宅の桜の頃あいを見はからって、開く直前のつぼみを大急ぎで摘んだのですよ。」と

おっしゃるＫさん。30年ほど前に縁あってＫさんの娘さんを担任し、家庭訪問にうかがったことがあります。

眺めの良い、山あいのお宅だった記憶があります。そこに育った桜は白い器の中で、美しく開きました。お

湯の中に揺らいでいる薄ピンクの花びらは幾重にも重なって少女のドレスのようです。香り高く美しい桜茶

は手作りのものならではの味わいで、感動しました。 

 お気づきかもしれませんが、図書館のカウンター内にはいすを置いていません。心を込めて来館者を迎え、

貸出コーナーや返却コーナーそして館内案内へと自在に動き回れるようにスタッフは立って応対をしていま

す。ただ１カ所いすを置き座って応対するのが、今回利用されたというレファレンスコーナー。じっくりお

話をうかがい、調べ物のお手伝いをします。天井から下がっている大きい？マークが目印です。生活情報や

健康情報、地域の歴史、お仕事に必要な情報･･･等々。図書館にある本を紹介するだけでなく、時には他館(県

外や大学図書館も)から資料をとりよせ、関係機関や公式HP等を紹介することもあります。 

 葉桜の季節も過ぎ、緑の風が吹き渡る頃になってきました。図書館では今、ゴールデンウィークの企画イ

ベント準備に余念がありません。地域の情報センターとして、また、憩いの場として様々な形で活用してい

ただければと思います。 

                                図書館長 野﨑千代美  

 

 

 

＊おはなしをする人＊ 

 ・Julia Makiniemi(ユリア・マキニエミ)さん 

 ・大城 サカエさん 

・じかん：午後２時～３時 

・ところ：おはなしのへや 

・対 象：どなたでも（申し込みは不要です）   

 

 

ほかの国のことばのひびきを、みんなで聞いて、あそんで、た

のしもう♪♪てあそびや工作もあるよ！ 

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

5月 ６月

「外国語でたのしむおはなし会」で絵本を読んでくれることになったフィンランドからの留学生と初対面&打ち合わせをするため、

ホストファミリー宅を伺いました。普段、外国の方と会う機会が全くない上、英語は脳からほとんど消え去っており、かなりドキド

キ･･･。しかし！笑顔が何とも可愛い女子高生で、一緒に連れて行った我が子（５歳・男児）もメロメロ状態。図書館に行き、英語

の堪能なボランティアさんに助けていただきながら打合せをし、フィンランドのことを知ることができました。異国の方と過ごすこ

とがこんなにも楽しくて素晴らしいことだということを多くの人々と分かち合いたい！と心から思った１日でした。（M） 

『Wakey Waky Dinosaur Baby おきてよ おきてよ 

 きょうりゅうのあかちゃん』 

はた はつね：作 マーク・アイルランド：絵    

 

『The Sky Blue Seed そらいろのたね』 

中川 李枝子：原話 

 

『Brown Bear, Brown Bear, What Do You See? 

 くまさん くまさん なにみてるの？』 

ビル・マーチン：文 エリック・カール：絵  

児童コーナーの 

「ことば」（分類番号は

８）にも英語の絵本があ

るよ！ 

CD付き 

日本語の文章もセットに

なっているので分かりやす

くて楽しい絵本です★ 
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『震災編集者 東北の小さな出版社<荒蝦夷>の５年間』 

土方 正志 :著 

河出書房新社 

「だからこそ、続けな

ければ」――社員２名

のちいさな出版社が、

東北の声を編み、被災

の記憶を記録し、発信

しつづけた５年間の軌

跡。 

『地底から宇宙をさぐる』  
『自分を見つめるもうひとりの自分』 

柳田 邦男：著  

佼成出版社 

愛する人の死や挫折な

ど、人生の悲しみや苦

しみに出会ったとき、

なにを心の支えとした

か。３３のお話。 

『机の上の小さな鉄道レイアウト作り』 『セーラー服の歌人 鳥居 』  
新 着 本 

岩岡 千景：著 
KADOKAWA 
複雑な家庭に育ち、満

足に学べず、拾った新

聞で文字を覚えた歌人

「鳥居」。彼女が考え

つづけた「なぜ、生き

なければいけないの

か?」という問いと短

歌が収録。 
短 歌 

戸塚 洋二ほか：著 

岩波書店 

カミオカンデ/スー

パーカミオカンデの独

創的なニュートリノ観

測は２つのノーベル賞

を受賞。宇宙からやっ

てくる見えない素粒子

をとらえる方法や物質

と宇宙の起源を解説。 
エッセイ 物理学 出 版 模 型 

池田 邦彦：著 

技術評論社 

30cm×30cmという小

さな空間になつかしい風

景をつくってみませんか。

手ごろな材料で始められ

るのも魅力です。鉄道マ

ンガ「カレチ」などの作

者池田邦彦さんのレイア

ウトプランも。  

● としょかんビンゴ ４月30日（土）～５月５日（祝・木） 

・カードの番号（分類番号）の本を借りると、スタンプを１つ押します。 

・ビンゴを3列以上つくるとプレゼントがもらえます。 

・いつもは読まない本を手にとって、たのしさを味わってみてね！ 

  新企画！おとなもあるよ♪ 

● どくしょ手帖 配布は５月17日（火）～22日（土） 
*２日は休館 

 

新しいパネルシアター＆紙芝居

など入りました！ 

ちいさな子ども向けのビンゴもあるよ！ 

パネルシアター 

「あそび song ５つのメロンパン」中川 ひろたか：作 はた こうしろう 絵  

「忍者家族★「秘密のまきもの」の巻」荒木文子：作 やべ みつのり：絵 

大 型 絵 本 

『三びきのやぎのがらがらどん』マーシャ・ブラウン：絵 瀬田 貞二：訳 

『びょうきに負けない！』ラビッツアイ：文 冬野 いちこ：絵 

紙 芝 居 

「はじめてのかぐやひめ」赤池 佳江子：絵 

「はじめてのきんたろう」きたがわ めぐみ：絵 

 

*「第58回こどもの読書週間」イベント*４/23～５/12「四角い本にまあるい心」 

・じてん 

・コンピュータ 

・かんがえかた 

・こころ 

・れきし 

・でんき 

・しゃかい 

・りか 

・さんすう 

・どうぶつ 

・こんちゅう 

・りょうり 

・さいほう 

・ものづくり 

・さんぎょう 

・スポーツ 

・げいじゅつ 

・よみもの 

・ことば 
ここが分類番号！ 

読書の記録を残せる読書手帖。 

表紙がクラフト紙なので、とてもシンプルです。 

スタンプやシール、マスキングテープなどでお好みのデザ

インにアレンジすることができます。あなただけの読書手

帖を作ってみませんか？ 

★ スタンプやマスキングテープのア

レンジ材料も準備しますので、館内

でもつくることができます♪ 

★ 配布はなくなり次第、終了します。 
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