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 ご存じでしょうか？図書館の本が動いているのを。『今回は…「は行」の作家です』との掲示は貸

出カウンターの真ん前、スーパーで言えばレジ横にあたるコーナーです。名付けて「書庫コレクショ

ン」。そこに並ぶ本の背表紙にはみんな【書庫】という赤いシールが貼ってあります。図書館の書庫

から期間限定でここに登場しているのです。おもての書棚には約14万冊の本が並べられ、やや古く

なった本約5万冊が書庫に収められていますが、決して引退したわけでなく整然とスタンバイしてい

ます。もちろん借りることもできるし、時季に合わせて入れ替えもします。先日「冬」ものの絵本が

ゴソッと「春」ものの絵本に入れ替わったばかり。棚の色合いも明るくなったようです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館にはたくさんの出会いが待っています。出会いは新しい風とエネルギーを生むことでしょう。

新館長とともにスタートをきる鹿島市民図書館を、どうぞ今後ともよろしくお願い致します。 

図書館長 野﨑千代美 
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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 

「出会う」 

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  

レファレンス（調べもの）カウンターにいると、様々な質問を受けます。例えば、「すっぽんのさばき方が載った本

はどこ？」「面浮立の由来は？」等々。難易度は様々ですが、私が一番難しく、かつよく聞かれるのは、「おもしろ

い本を教えてください。」いろんな角度から質問をして利用者の好みを推測し、「これはいかがでしょう？」と本を

提供するも･･･内心ハラハラ。貸出を済ませてお帰りになる後姿に「どうか楽しんで下さい～」と念を送ります。もっ

とたくさん、もっと広いジャンルの本の知識を身に付けねば！と気持ちをあらたにする日々。皆さまどうぞ、懲りず

にレファレンスカウンターまで(^o^) （Y） 

■ 子ども図書館サポーター募集 

■【調べもの相談】祐徳軌道 

■ 新しく届いた本 

■【報告】読み語り講座 

一日図書館職員を募集します！ 

★第５８回こどもの読書週間イベント★ 

★イベント報告★ 

      読み語り講座「今なぜ、子ども達に絵本・読み語りが必要か」 
 （１月２２日 エイブル研修室） 

最高齢（87才）の参加者の方とわ

らべうた遊び「なべなべそこぬけ」を楽

しんで。 

ご自身も子育ての悩みがあったからこそ、お母さんたちを支援したいという思いで書店を立ち

上げた前園さん。気さくであたたかなお人柄で、前園さんの読み語りに参加者のみなさんも引

き込まれていらっしゃいました。 

子育て中の方や読み聞かせボランティアの方など、絵本に興味のある

方を対象に読み語り講座を開催しました。 

今回の講師は、福岡県春日市のこどもの本専門店「エルマー」の前園

敦子さん。豊富な経験をもとに、絵本との出会いの大切さや選び方に

ついてお話ししていただきました。 

３８名の参加がありました！ 

男性の方も３名参加されました。 

貸出・返却や本の整理、館内展示物の作成などを体験してみませんか？ 

実 施 日  ：５月７日（日） 

     ・小学１～３年生   9：00  ～ 11：30 

     ・小学４～６年生   13：30  ～ 14：00 

対   象 ：市内の小学生 

募 集 期 間： ４月７日（金）～２３日（日） 

定   員 ：１２名（応募多数の場合は抽選となります。） 

 

＜その他のイベント＞ 
＊５月 ３日（水）～5日（金）図書館ビンゴ 
＊５月13日（土）パパと楽しむおはなし会 

くわしくは次号でお知らせします！ 

 「書庫コレクション」に並ぶ本には、例えば人気作家のデビュー作等もう手に入

らない絶版本も多く、『…思い出の1冊、読みたかった1冊はありませんか？…』と

添えられた誘い文句どおり、そこから本を手に取る方をよく見かけます。図書館な

らではの「本との出会い」で、書店にはない楽しみ方かもしれません。そんな「出

会い」をねらって、毎月館内に２０近くのコーナーを作っています。定位置に埋も

れっぱなしにするのでなく、時季それぞれのテーマに沿ってピックアップすること

で、本との新たな出会いを提供できたらと考えています。 

 ミモザの花を今年もまた利用者の方が持って来てくださいました。ご自宅に大き

な木があるそうです。レモン色の花はすでに春らんまんの風情で、新スタートと出

会いの季節にふさわしい色をしています。私もまた様々な方との出会いに支えられ、

この6年を過ごすことができました。本当にありがとうございました。 
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『宮沢賢治の鳥 』 『雪つもりし朝 ニ・ニ六の人々』 

西牟田 靖：著 

PHPエディターズ・ 

グループ 

年間20万組ちかくの

夫婦が離婚するなかで、

ある日突然子どもと会

えなくなってしまった

父親たち。彼らがその

後歩むそれぞれの人生

を、自身も当事者であ

るライターが描く。  
367.4ﾆ ウエ 

文学 

『日本飛び出しくん図鑑』  

関 将（せき しょう）：著 

辰巳出版 

「車道に飛び出さない

で！」と注意をうながす

看板や人形の“飛び出し

くん”。斬新なイラスト

でユーモアいっぱい。肥

前飯田駅の近くの飛出し

くんも載っています。必

見！ 

681.3ｾ 交通安全 小説 

『小林カツ代伝 私が死んでもレシピは残る』 

中原  一歩 ：著 

文藝春秋 

家庭料理のカリスマの

波乱万丈の生涯を描い

た１冊。大阪の商家の

“こいさん”(末娘)と

して生まれ料理も満足

に作れなかった新米主

婦がどのようにして家

庭料理のカリスマと

なったのか。家族や弟

子の話をもとに実像に

迫ります。 

289.1ｺ 伝記 

『わが子に会えない』 

910.2ｸ 

家族 

国松 俊英：著 

舘野鴻：画 

岩崎書店 

＊調べもの＊ 

レファレンス 

事 例 紹 介 
？ 

・『近代筑後川流域のあけぼの三重津海軍所と深川造船所』佐野常民記念館  

   深川造船所で製作された車体の写真 

・『美しき九州』益田啓一郎：著 

    「肥前鹿島祐徳稲荷神社参拝交通名所図会」（吉田初三郎・画）あり 

・『目で見る武雄・鹿島・杵島・藤津の１００年』 

   中川橋を渡る軌道車と逆川通りを走る軌道車の写真 

☆ 他にも、参考になる本が図書館にたくさんありましたよ！ 

祐徳軌道の古い写真が載った本 

祐徳軌道のことを調べています！ 

古い写真はありますか？ 

 

 

★募集のおしらせ★ 

図書館サポーターになってみませんか？ 
小学生の子どもたちに図書館のことを知ってもらい、より親しんでもらえるよう

「子ども図書館サポーター」を募集します。  

みんなで図書館の仕事やイベントのお手伝いをしてみませんか？いろんな体験をした

りお友だちが増えたり。きっと楽しい１年になりますよ♪ 

応募期間：４月７日（金）～２３日（日）  

対  象 ：市内の小学４年生 

人  数 ：５名ほど 

活動期間：５月から１年間 *希望者は１年の更新あり 

      （年に7～8回の活動です） 

*活動費はかかりません。くわしくは図書館へおたずねください！ 

プレゼント作り 

任命式 

本の配架 クリスマス会のお手伝い 貸出・返却カウンター 

植松 三十里：著 

KADOKAWA 

二・二六事件の夜、

戦後の日本再建に影

響を及ぼした５人の

男女が「そこ」にい

た。鈴木勘太郎、岡

田啓介、秩父宮、麻

生和子、本多猪四郎。

それぞれの「二・二

六」とその後の人生

を短篇で追います。 

 

 

野山の鳥たちにあこがれ、願いをたく

し、作品に描いた宮沢賢治。「よだか

の星」のよだか、「やまなし」のかわ

せみなど、精緻で温かみのある作品で

知られる舘野鴻（ひろし）さんが描きます。 

～昨年10月、古枝小学校6年１組のみなさんが調べ学習に来られました～ 

地域コーナーの本をいろいろ探して、熱心に調べていました！ 

寄付金で購入しました 
 市民の方からいただいた寄付金で、ブックトラック２台（写

真左）とパンフレットスタンド（写真右）を購入しました。 

 ブックトラックは、学童クラブさんの選書や巡回図書（みに

みに図書館）の選書の際に使用させていただきます。パンフ

レットスタンドは、郷土のパンフレットを入れて、地域コー

ナーに置かせていただきます。ありがとうございました。 

ブックトラック 

パンフレットスタンド 
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