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■本の修理にチャレンジ！ 

■図書館活用講座 

 「図書館 基礎のきそ 

  ～読みたい本の探し方～」 

■特別整理期間が終了しました 

■新刊案内 

■「本が泣いています」展示 

  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 

 ２０１６年１０月２５日発行 QRコード 

鹿島市民図書館 

・開館時間・ 
平 日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 

「機会をとらえて」 

祝日も開館！ 
＊１１月 ３日文化の日 
＊１１月２３日勤労感謝の日 
＊１２月２３日天皇誕生日 

 亡くなった後に改めて評価が高まり、本が出版される人が時にいます。6年前の夏に64歳で亡くなった

歌人河野裕子もそうです。10年にわたるがん闘病と創作を支えた家族の姿が、NHKでも特集されました。

もともと戦後女流歌人の第一人者として有名な人ですが、この夏にもまた関連本が出版されました。図書

館に今ある河野さん関連の本8冊のうち実に７冊が死後出された本です。その1冊、遺稿歌集「蝉声(せん

せい)」から紹介します。 

 「生きよう この部屋のドア開けしとき部屋が言ふやうに私も言へり」 

病室で口をついて出た独り言でしょう。それまでの苦悩の深さが最初の４音ににじんでいる気がします。 

 「われらよりだいじな人となりて欲(ほ)し長い時間父母(ちちはは)としてこの子護(まも)りき」 

「この子」は嫁ぐ娘です。その伴侶が親よりも大切と思えるようなそんな幸せな夫婦になってほしい…娘

を託す親の願いは、死を覚悟しているだけに切なく響きます。 

 「手をのべてあなたとあなたに触れたきに息が足りないこの世の息が」 

辞世の歌です。病と闘い亡くなるまでの思いが克明に記され、それでも凛(りん)とした温かさは失わない

その姿に敬服します。悲しい歌集ではあるけれど、読む人は力をもらえそうです。 

 有名人のがん公表や、佐賀県のがん死亡率の高さが話題になりますが、隣の保健センターでは年間を通

じて各種のがん検診が行われています。そこで「鹿島市民図書館ブックリスト－がんセット検診編―」を

作り、検診に来られた方にお配りすることにしました。「がんを知る」「がんと向き合う」「検診につい

て」、テーマ別に様々な本を紹介しています。検診の数値や最新治療、生活対策や病後情報、そして闘病

記など…。また、同じ保健センターで毎月行われる乳児の「4ヶ月健診」では「ぶっくすくすく」事業と

して赤ちゃんへの絵本読み聞かせを行い、ここでも本の紹介リスト(0歳児おすすめ絵本と育児関連本)を

お配りしています。 

 人生の様々なシーンで機会をとらえて、皆さまの役に立ち背中を押せるような本や情報を提供していき

たい、図書館はそう考えています。 

                               図書館長 野﨑千代美 

もう、お気づきでしょうか…？ 以前より読みたい本の場所が分かりにくいとの声をいただいていましたが、５日

間の特別整理期間中に図書館の本棚の側面表示がリニューアルされました。本をお探しの時には、ぜひ棚表示をご

覧くださいね。もちろん、お困りの時には近くのスタッフに遠慮なくお尋ねください。季節はやっと秋らしくなっ

てきました。読書の秋・スポーツの秋・食欲の秋…。図書館には秋を楽しむヒントがたくさん詰まっていますよ。

（Ｏ） 

 

    

「本をゆずる市」を開催します！（全４日間） 

 11月３日（木・祝）･５日（土）･６日（日）・８日（火） 

時 間： 9時３０分～1７時 ＊８日は１９時まで 

場 所： レファレンスカウンター前 

対 象： どなたでも 

内 容： 図書館の本で不要になったものや市民のみなさんから募集した本をお譲りします。 

冊 数： １人10冊まで 

     本を入れる袋もお忘れなく！ 

読書週間にあわせて… 

「本が泣いています」を展示しています 

次の方が気持ちよく読

んだり見たりできるよ

うに・・・。 

＊おねがい＊ 
図書館で借りたものをやぶいてしまったり壊してしまったときは、 
ご自分で修理しないようにお願いします。 
セロテープは時間がたつと劣化してしまい本の紙をいためるこ
とに。 
修理には専門のテープやノリを使っています。 
 

日ごろから多くの方に図書館資料を大切に扱っていただいてい

ますが、まれに汚れたり破れたりすることがあります。水ぬれ

やシミはカビや劣化の原因になりますし、ＣＤやＤＶＤはキズ

がつくと音飛びや画面を見ることができなくなってしまいます。

ひとつの資料をながく大切に利用しつづけることができるよう

に、今後とも皆さまのご協力をよろしくお願いします。 
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『これならわかる 

   <スッキリ図解>障害者差別解消法 』 
『おんなの城』 

安部 龍太郎：著  

文藝春秋 

霧・満月・湖をテーマ

に、城を守ろうとした

3人の女性を描く中編

集。「湖の城」は来春

大河ドラマの主役、井

伊直虎（奈美）です。 

二本柳 覚（あきら）：編著 

翔泳社 

２０１６年４月に施行

された障害者差別解消

法。条文の「社会的障

壁」や「合理的配慮」

の意味や障害の種類な

どわかりやすく解説し

ています。改正障害者

雇用促進法も取り上げ

ています。  369.2 ﾆ 913.6ｱﾍﾞ 福祉 

『いちばんやさしい着物のお手入れ・お直しの基本』  

安田 多賀子：監修 

ナツメ社 

着物を洗う、しまう、直

す、リメイクする…。着

物を愛する女性に向けて、

着物のお手入れやお直し

の仕方を、豊富な写真で

ていねいに解説。着物を

汚さない立ち居振る舞い

なども教えます。  

593.1 ｲ 着物 小説 

『キッズ&ベビーとびきりかわいい手編みニット』 

ブティック社 

元気いっぱいのキッズ

&ベビーたちへ、かわ

いい手編みのニットを

贈りませんか? 半袖ボ

レロ、ボーダーのプル

オーバー、カラフルな

クロッシェなど、

90・110cmサイズの

キッズ&80cmサイズ

のベビー用の服を紹介。 594.3 ｷ 被服 

→本の背ラベルは分類

番号にしたがって付い

ており、本は分類ごと

に並んでいます。 
 

913.6 ｱ

『介護ヘルパーにたのめること、たのめないこと。』  

369.2 ｶ 介護 

松川 竜也ほか：監修 

ユーキャン学び出版部 

介護保険サービスの

「何が」「いくらで」

たのめるの？たのめな

い場合は？わかりやす

い例をあげて紹介して

います。最新の介護保

険制度等に対応。 

年に1度の特別整理期間が終了しました！ 

棚の案内版をリニューアルしました！ 

 
 【１１月２０日（日）】図書館活用講座 

  「図書館 基礎のきそ～読みたい本の探し方～」  
 
時 間：１０時～１２時 

対 象：高校生以上  

場 所：エイブル３階 研修室Ａ 

申し込み：カウンターまたは電話にて受付 

定 員：１５名（先着順） 

内 容：パソコンやiPad（アイパッド）を使って、図書館の本を

探したり、インターネットでの予約のやり方を体験します。職員

が分かりやすくレクチャーしますので、ぜひ、ご参加ください！ 

【１０月２９日（土）】体験ワークショップ 

   「本の修理にチャレンジ！」 

時 間：●10時～11時30 分 ●１３時30分～16時 

場 所：館内 

事前申し込み：不要  

対 象：小学生～大人 

内 容：ページが外れたり破れたところを直す１5分程度の

ワークショップです。修理をしたい本をお持ちください。図

書館の本で修理を体験することもできます。 

★昨年はじめて開催したこの講座。参

加者の方にも好評でした★ 

★子どもかも大人も楽しく修理を体験で

きます！傷みを補修することで読みやすく

永く保存できるようになります★ 

１０月３日～７日まで年に１度の特別整理期間を実施しました。 

およそ１９万点ある資料すべての所在確認と劣化していないか

などの状態確認をおこないました。また、図書館を運営するた

めのコンピューターシステムの設備点検や案内掲示（サイン

版）を新しくするなどの作業を行ないました。 

NEW!! 

１～２２番までの本棚の通し番

号を付けました ＊一般書のみ 

NEW!! 

これまで本棚の通し番号だった

ところに「分類番号」を付けま

した。 

   

   
0…総記 

１…哲学 

２…歴史 

３…社会科学 

４…自然科学 

５…技術 

６…産業 

７…芸術 

８…言語 

９…文学 
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