鹿児島市立図書館

2７年

図書館通信
1 月 2１日（水）～2 月３日
（火）まで、鹿児島市立図書
館と公民館図書室で蔵書点検
を実施しました。
蔵書点検とは、図書館室内
にあるすべての本と、所蔵デ
ータを照合する作業のことで
す。図書館内の図書、約９０
万３千冊に付いているバーコ
ードを 1 冊 1 冊読み込み、正しい場所にある
かどうかや、紛失していないかを調べます。
今年は、この蔵書点検の期間中に、研修室だ
け学習等のために開放しました。連日１００名
近くの方が、学習や調査・研究のために研修室
を利用されていました。
４日の開館日には、多くの皆様に来館してい
ただき本当にうれしく思いました。
蔵書点検へのご協力ありがとうございまし
た。
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予約補助カード
「人気本だから、常に借りられていて棚にない」…。
そんなときにはこの「予約補助カード」をご利用くだ
さい。
【予約対象】
2014 年の「貸出図書 ベスト３０」
【利用方法】
① 1 階、検索機近くの予約補助カードを利用者カー
ドと一緒にカウンターへ。
② 「予約・リクエスト申込書」に必要事項を記入す
る。
③ あとは、連絡を待つだけ。
詳しくは、カウンター
スタッフへお尋ねください。
【玄関近くにあります】

蔵書点検期間中は、全ての図書を写真のよう
に、まず倒してから、資料番号（バーコード）
を読み取る作業を行います。

２月（February）の企画展
◎ バレンタインデー、ホワイトデーのお手伝い
をします。 （～３月１６日）
２月・３月は、バレンタインデーやホワイトデ
ーがあります。手作りのチョコやクッキーで気に
なるあの方、この方、お父さん、お母さん、上司
や後輩に気持ちを伝えましょう。カード作成や手
紙の書き方の本もそろえました。
◎ ただいま人気！ 歴史・時代小説特集
（～２月２８日）
人気の歴史・時代小説ですが、それぞれ少し異
なったニュアンでとらえられます。
歴史小説→ 史実に沿っており、実在の人物が登
場する
時代小説→ 歴史を背景とするがフィクション
を多く含む
あなたのお好みはどちら？
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2014 貸出ベスト３０

がらがらどんおはなし会
キッズタイム「りとるコアラ」
りとるコアラまつり
図書館シネマ 「命のビザ」 （邦画）
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金 あかちゃんのためのおはなし会
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土 キッズタイム「かごしま文庫の会」
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水 自分史づくり講座③
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日 図書館シネマ 「木漏れ日の家で」 （洋画）
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木 おはなしのじかん
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金 あかちゃんのためのおはなし会

図書館講座「ケータイ安全教室」
おはなしのじかん
がらがらどんおはなし会
楽しい親子読書教室

♪2 月の主なイベント♪
！
1９日（木）1０：３0～1１：３0

ケータイ安全教室
ケータイトラブルに巻き込まれない対策
など知って安心、お得なケータイ講座です。
２１日（土）14：00～1５：０0

楽しい親子読書教室
小学生とその保護者が対象の「簡単豆本づ
くり」などを行います。

【文 学】
１ マスカレード・ホテル
東野 圭吾
２ 祈りの幕が下りる時
東野 圭吾
３ 夢幻花
東野 圭吾
４ ナミヤ雑貨店の奇蹟
東野 圭吾
５ 舟を編む
三浦 しおん
６ ホテルローヤル
桜木 紫乃
７ 海賊とよばれた男 上
百田 尚樹
８ 色彩を持たない多崎つくると彼の巡礼の年
村上 春樹
９ 紅花染め秘帳 はやぶさ新八御用旅
平岩 弓枝
10 海賊とよばれた男 下
百田 尚樹
11 禁断の魔術師 ガリレオ
東野 圭吾
12 虚像の道化師 ガリレオ
東野 圭吾
13 真夏の方程式 ガリレオ
東野 圭吾
14 夜明けの街で
東野 圭吾
15 白ゆき姫殺人事件
湊
かなえ
16 ペテロの葬列
宮部 みゆき
17 永遠の０
百田 尚樹
18 女のいない男たち
村上 春樹
19 首折り男のための協奏曲
伊坂 幸太郎
20 日本橋本石町やさぐれ長屋
宇江佐 真理
21 北の街物語
内田 康雄
22 高校入試
湊
かなえ
23 ただ一人の幻影
森村 誠一
24 三匹のおっさん ふたたび
有川 浩
25 廉恥 警視庁強行係 樋口顕 今野 敏
26 プラチナデータ
東野 圭吾
27 グレイ
堂場 瞬一
28 政と源
三浦 しおん
29 ランチのアッコちゃん
柚木 麻子
30 無縁旅人
香納 諒一

新しい本の紹介
「試験に『合格する人』と
『落ちる人』の習慣」
山本憲明 著
明日香出版社
（３７９．７/ヤ）
試験に合格するためにどう計画
を立てるのか。試験に合格するた
めの考え方、実際の勉強テクニッ
ク等を詳しく解説。

「写真でわかる決定版
おりがみ大百科」
山口 真 著
西東社
（７５４/ヤ）
花や乗り物、季節の行事まで親
子で楽しめる人気のおりがみの
折り方を写真と図で分かりやす
く紹介。

「型で習得！
中高生からの文章術」
樋口 裕一 著
筑摩書房
（Y８１６/ヒ）
小論文、作文、読書感想文、自
己 PR 書など、学校や受験で必要
なあらゆる種類の文章を簡単上
手に書くコツを伝授。

