鹿児島市立図書館

2５年

図書館通信

平成 2５年７月１０日発行
鴨池 2 丁目 31-18
099-250-8500
http://lib.kagoshima-city.jp

♪ 「おはなし文庫 がらがらどん」

♪ キミも図書館博士 ♪

第１回 楽しい親子読書教室
６月２２日（土）に「第１回 楽しい親子読書教
室」を開催しました。
図書館や本のことを詳しく知ってもらうために
まず，秘密の小部屋（点字図書室やブックポスト
等）探検を行いました。次にブックトークやアニ
マシオンで様々な本に親しんだ後，親子スタンプ
ラリーに挑戦して
もらいました。ヒン
トを頼りに，図書館
内に隠されたスタ
ンプを親子で集め，
楽しくゴールして
いました。
【スタンプを探す参加者】
参加者の感想
八幡小学校
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「キミも図書館はかせ」この言葉にわたしはきょうみをも
って，かごしま市立図書館の「楽しい親子読書教室」に
参加してみようと思いました。
わたしも弟も，よく図書館に行きます。そして，いろいろ
な本を読むのが大すきです。だから，弟と二人で，図書
館はかせになりたいと思いました。
当日，私と弟は，ワクワクした気持ちで図書館に行き
ました。まず，図書館の先生が，いつもは，なかなか入
れない場所を案内してくれました。びっくりしたのは，はじめ
て点字の本をさわったことでした。とてもざらざらしていまし
た。わたしは，読めないけど，目が不自由な人にとって
は，とても大切な本なんだな，と思いました。
次に，ブックポストの部屋に行きました。そこは，本がき
ずつかないように，下にふわふわしたものがしいてあり，
工夫されていました。
最後に，スタンプラリーをみんなでやりました。三つめ
のスタンプを見つけるのが，一番むずかしかったです。
この親子読書教室に参加して，ほかの小学校の女の
子ともなかよくなれました。これからも，いろいろなしゅるい
の本を読んで，図書館はかせになりたいです。

に直撃インタビュー♪
毎月第１・第３土曜日
の午前１１時から，
「がら
がらどんおはなし会」を
開催している「おはなし
文庫 がらがらどん」の
代表河野麻紀さんにイン
タビューを行いました。

【がらがらどんおはなし会】

○

「おはなし文庫 がらがらどん」の名前の由来や
グループ結成について教えてください。
「がらがらどん」という名前は，北欧の民話「３
びきのやぎのがらがらどん」から付けました。
「子どもたちが，絵本を通して心豊かに育ってほし
い」と願うお母さん方が，昭和６１年に鴨池公民館
の自主学習グループとして立ち上げました。

○

主な活動内容について教えてください。
月２回市立図書館でのおはなし会やキッズタイム，
保育園や育児サークルなど依頼があれば，どこでも
おはなし会を行っています。

○

読み聞かせをしているときに，気を付けているこ
とを教えてください。
子どもたちと対話をしながら，一緒に楽しみたい
という思いで読んでいます。そのために子どもたち
の表情や発見を大切にしています。

○

メンバーになるにはどうしたらいいのですか。
おはなし会に来られたときに，気軽にスタッフに
声をかけてください。
【問い合わせ先
市立図書館 250-8500】
図書館正面

入り口には，

がらがらど
んスタッフ
手作りのポ
スターがあ
ります。
ぜひご覧
ください。

♪７月行事 ♪

７・８月の図書館シネマ

１１
１２
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７月，８月の図書館シネマでは，黒木和雄戦争
レクイエム三部作の第二作と第三作を放映します。
それぞれ，黒木和雄監督の幼い頃の体験をもと
に，戦争の悲惨さ，お互いを思いやる家族の温か
さなどを美しい映像を織り交ぜながら表現してい
る傑作です。この機会にぜひ，図書館シネマに足
を運んでください。
7 月 14 日（日） 午後 2 時～ 「美しい夏キリシマ」
8 月 11 日（日） 午後 2 時～ 「父と暮せば」

木
金
土
日
木

おはなしのじかん
あかちゃんのためのおはなし会
キッズタイム「絵本の時間」
図書館シネマ「美しい夏キリシマ」
おはなしのじかん
がらがらどんおはなし会
２０ 土
図書館フェスタ
２３ 火 移動図書館おはなし会（皆与志小学校）
２５ 木 おはなしのじかん
２６ 金 あかちゃんのためのおはなし会
２７ 土 子ども映画会 「学校の怪談」
図書館シネマ 「にんじん」
２８ 日
りとるコアラまつり
３１ 水 平和都市宣言展（～８月２６日）
７月３日～８月２６日まで
夏休み自由研究参考図書展
好評展示中
７月１０日～７月１８日まで
桜島・火山防災学習パネル展
好評展示中

平和の祈りおはなし会
日時
場所
内容

８月３日（土） 午後２時～３時
市立図書館２階 AV ホール
戦争体験談，平和を祈る絵本の読み聞かせ

一般書貸出ベスト 10（７月５日現在）
【文

学】

１

～ 図書館からのお願い ～
図書館から借りた本が，破れていたりペ
ージが抜けそうになっていたりすること
はありませんか？
そのようなときには，そのままの状態
で，返却の際に図書館スタッフに教えてく
ださい。
本の修理の専門家が，修理の
専門用具で破損個所を丁寧に
修復します。

『Ｆ１ 全戦取材』
尾張 正博 著
東邦出版
（７８８．６オ）
世界を転戦するＦ１の年間２０
戦すべてに密着し，１００泊以上
を海外で過ごすジャーナリ スト
が，Ｆ１ドライバーの素顔とＧＰ
の知られざる姿を写真とともに紹
介する。

麒麟の翼（加賀恭一郎シリーズ）
東野 圭吾
講談社
２ マスカレード・ホテル
東野 圭吾
集英社
３ 穢れた手
堂場 瞬一 東京創元社
４ 執着（捜査一課・澤村慶司）
堂場 瞬一
角川書店
５ 糸車
宇江佐 真理
集英社
６ 欠落
今野 敏
講談社
７ ハピネス
桐野 夏生
光文社
８ 晩夏（東京湾臨海署安積班）
角川春樹事務所
今野 敏
９ 三匹のおっさん ふたたび
有川 浩
文藝春秋
10 母性
湊 かなえ
新潮社
※ ランキングの詳細は図書館 HP にも掲載し
てあります。

『結局，日本のアニメ，マンガ
は儲かっているのか？』
板越 ジョージ 著
ディスカヴァー・トゥエンティワン
（７７８．７．イ）

日本のアニメやマンガは，海外
で人気はあるが，外貨を稼ぐ収益
性の高いビジネスにはなっていな
い。
「クールジャパン」や「コンテ
ンツ産業」に対する海外の評価を
考察し，日本がとるべき戦略を提
言する。

『フットボール ｄｅ
国歌大合唱！』
いとう やまね 著
東邦出版
（７８３．４イ）
ワールドカップの国歌斉唱に
度肝を抜かれた著者が，各国の国
歌を紹介。カタカナ付の歌詞，訳
詩とともに背景や歴史を解説す
る。各国のデータも収録してあ
る。

