鹿島市民図書館だより 「みんと」 21９号

かしましみんとしょかんだより

開 館カレンダー

みんと

【日程変更のお知らせ】
通常「わ・わ・わぽっとでお
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准職員募集のお知らせ
雑誌ふろくプレゼントのお知らせ
読み語りボランティア講座のお知らせ
としょかんのクリスマス会（報告）
館長コラム
新着図書案内
学芸部だより⑥

はなし会」は、毎月第２水曜
と最終日曜ですが、２月は

鹿島市民図書館の准職員を募集します。

２/19（水）のみです。
募集人員

2020年4月1日～2023年3月31日まで

鹿島市民図書館 准職員 1名 （兼職可）

…休館日

2 月
日 月 火 水 木 金 土
1
8
15
22
29

応募資格

3 月
日 月 火 水 木 金 土

業務内容

2
3
4
5
6
7
9 10 11 12 13 14
16 17 18 19 20 21
23 24 25 26 27 28

1
2
3
8
9 10
15 16 17
22 23 24
29 30 31

4
5
6
11 12 13
18 19 20
25 26 27

7
14
21
28

①司書資格を有する者、あるいは、文化・教育的施
設などに勤務経験のある人
②明るく、コミュニケーション能力があり、接客業
務が得意な人
③パソコンを実務レベルで使用できる人（Word・
Excelなど）
④普通自動車免許（AT限定可）を所有している人

①月20日程度、週40時間程度 ※時間外勤務あり

3年間（予定）※人事評価による更新と、労働契約
法に基づく無期雇用転換（勤続5年目以降）があり
ます。（ただし、雇用後6ヵ月間は試用期間としま
す。）

応募期間

2020年1月8日（水）9時
aaaaaaa～ 2月6日（木）17時

応募方法

市販の履歴書（A４版）に必要事項を記入して、
2月6日（木）17時までに、当財団事務局（エイ
ブル2階）に提出してください。
※郵送可 2月6日（木）必着

①市民図書館における窓口業務全般
②図書館の施設維持管理業務
③その他、当財団に関する業務全般

採用方法

②遅出および土、日、祝日の交替勤務あり
勤務時間
③基本： 8時30分～17時30分
遅出：10時30分～19時30分

※月曜 休館

①一次試験（作文試験）：2月16日（日）
②二次試験（面接試験）：2月23日（日）
※一次試験通過者のみ
③採用通知：2月29日（土）までに合否を通知し
ます。
（一財）鹿島市民立生涯学習・文化振興財団
（鹿島市生涯学習センター・エイブル2階）
ああああああああああああああああ※担当：藤井
〒849-1312佐賀県鹿島市大字納富分2700-1

①日額6,400円

お は な し 会

司書のひとりごと…
給与他

（退職金あり、賞与・昇給・通勤手当なし）

す

あんころもち

ばらしい芸術やパフォーマンスを観たり、美味しいものを食べた

対象：0～3 才
日時：火曜 14 時～

りすると「ハマってしまいそうで、怖い」のでそれを「やばい」と

土曜日のおはなし会

表現する。この説明を読んだとき、
「さすがだなあ」と思いました。

対象：3 才～
日時：土曜 14 時～

これこそまさに、辞書を扱うプロの語彙力ですね。

わ・わ・わぽっとで
おはなし会

ら、今の「やばい」を使う世代が中高年になったときには、また新

対象：5 ヶ月児～就学前児と
その保護者
日時：毎月第 2 水曜と最終日曜の
11 時～
会場：子育て支援センター

問合せ先

＊諸手当（月額16,000円）あり

『広辞苑』の第七版で、
「やばい」という言葉に、
「のめり込みそ
うである」という新しい語釈が加わったのをご存じですか？

②社会保険、厚生年金、雇用保険、労災保険あり

TEL（0954）63-2138
FAX（0954）63-3424
E-mail able1@po.asunet.ne.jp
エイブルHP http://kashima-able.com/
図書館HP
http://www.library.city.kashima.saga.jp

応募期間：

2.1（土）→ 2.19（水）

時代を経るにつれて言葉はどんどん変化していくものですか

3.4（水）

しい別の言葉と意味が現れてくるでしょう。そして、
「やばい」の
ときがそうだったように、「今の若い者の言葉づかいはなっとら

応募対象者

ん」と中高年世代が怒ってしまうのかも？と考えると面白いと思
いませんか。（F）

鹿島市民図書館
一般財団法人 鹿島市民立生涯学習・文化振興財団
〒849-1312 鹿島市大字納富分 2700-1
鹿島市生涯学習センター エイブル

みんなで 育てる

http://www.library.city.kashima.saga.jp
TEL：(0954) 63‐4343 FAX：(0954) 63‐2217
２０２０年１月２５日発行

楽しい「みんと」

どなたでも
図書館までプレゼントを取りに来られる方。

応募方法

④

雇用期間

当選者発表

館内にある応募用紙に必要事項と市民図書館にあ

当選者のペンネームを図書館内に

るおすすめの本を紹介してください。応募用紙

掲示します。

は館内の応募箱に入れてください。

◆3.4（水）～25（水）までにプレ

応募は 1

ゼントを取りに来てください。

人 1 枚まで。2 枚以上の応募は無効です。
本は ともだち 鹿島市民図書館

①

鹿島市民図書館だより 「みんと」 21９号

新

鹿島市民図書館だより 「みんと」 21９号
あなたも図書館のおはなし会で
読み語りボランティアをやってみませんか？

読み語りボランティア講座

着 図 書 案 内

●●●

『できない相談』
森 絵都：著

初 級 編

筑摩書房

なんでそんなことにこだわる
の？と言われそうだが、人には
どうしても譲れないことがある
ものだ。なんかいや。あなたに
もあるでしょ？ 日常の小さな
抵抗の物語。

/

講師
（日）

14 時～16 時

●●●

図書館職員

エイブル２階

音楽スタジオ

◆ 絵本の持ち方など、複数に対して行う
読み語りの基礎
◆ 絵本の読み語りの練習

『シニアの断捨離』
やました ひでこ：監修

宝島社

手の届くところにモノを置く、
自分で動かせるモノを残す、もっ
たいない精神から解き放たれる
…。シニアに向けて、シンプルに快
適に暮らすメソッドを紹介する。
財産のこと、
「人」
「こと」との付き
合い方のコツも収録。

○ 参加無料 ○
定員

●●●

１５人 ※２回参加可能な人を優先

/

演習・応用編 ●●●
講師 白根恵子さん

（日）

（佐賀女子短期大学名誉教授）

すてきな人形劇、楽しかったよ！

としょかんのクリスマス会（報告）2019.12.22
今年もたくさんの来場、ありがとうございました。
今年の人形劇は『わんにゃんの三枚のお札』。大迫力
の演技でした。子ども図書館サポーターも手遊びや会
場案内をがんばりました☆

佐賀女子短期大学で、保育士や図書

14 時～16 時
エイブル 3 階

研修室 A

館司書を目指す学生に、絵本や読み
聞かせについて教えている。
一般向け講座の講師としても活躍。

◆
◆

本の選び方
高学年・中学生向けの
読み語りについて
◆ 読み語りの実演

ま
た
会 来
お 年
う
ね
！

図書館カウンター・電話にて、申し込み受け付け開始中！
鹿島市民図書館 ０９５４-６３-４３４３

▶ 館内への飲み物の持ちこみについて

『怯まず前へ』
ポプラ社

夏に試行期間を設けて、ふた付き容器入りの飲み物を、館内一部エリアで飲むことが

32 歳で東洋大学陸上競技部長距
離部門の監督に就任。
箱根駅伝で 10
年連続 3 位以内という成績を達成し
た著者が、
「世界への挑戦と学生駅伝
の優勝」に向けて、何を考え・実行す
るかを語る。

できるようにしていました。検討の結果、これからは一年を通して、ふた付き容器入り

酒井 俊幸：著

『高齢者に「キレない」技術』
川上 淳子：著 小学館

高齢者と上手に付き合うための決め
手となる「アンガーマネジメント」
。怒
りのしくみから、高齢者へのイライラ
対処法、実践スキルまで、家庭や看護・
介護の現場で活用できるアンガーマネ
ジメントの理論と技術を解説する。

『登山ボディ』
芳須 勲：監修・著

山と溪谷社

行動体力と防衛体力をそなえた
登山ボディ。山登り初心者から、ベ
テラン登山者まで、安全登山に必要
なトレーニング&栄養管理、やって
おきたいリセット&メンテナンス
法を紹介する。

の飲み物を飲むことができるようにしました。
ただし、本や設備の保護のため右のルールを守ってください。本などの図書館資料を

●着席して飲む
●飲まないときは、カバンなどにしまう
●郷土コーナー、視聴覚コーナー、
館内検索機付近では、飲まない

汚されたら、弁償をお願いすることがあります。
密閉できない容器は持ち込み NG

こんにちは、図書館長です！
『閏年（うるうどし）』
今年 2020 年は閏年で、オリンピック開催の年です。1964 年の第 18 回大

元前 45 年に定められたユリウス暦が使用されていました。ユリウス暦では、一

会に続き 2 度目の東京開催のオリンピック。前回とは異なり、真夏の開催と

年を 365 日＋6 時間とし、6 時間×4 年＝24 時間になるので、4 年毎に 1 日を

なります。さて、4 年に一度やってくる閏年とオリンピックですが、第 1 回

追加する決まりとなりました。ただし、一年の長さは厳密には 365 日＋5 時間

アテネ大会が閏年の 1896 年に開催されたことから、それ以降、閏年＝オリ

48 分 49 秒ですので、毎年十数分の誤差が蓄積されることになります。計算に

ンピックイヤーと認識されています。しかし、第 2 回パリ大会は 4 年後の

よると約 128 年間で 1 日のズレが生じます。そこで、このズレを解消するため

1900 年に開催されていますが、閏年ではありませんでした。現在、各国で

に、400 年間に 97 回の閏年を挿入する暦法、すなわちグレゴリオ暦が開発され

標準的な暦として用いられているグレゴリオ暦（太陽暦）には、この閏年に

たのです。精度の高まったグレゴリオ暦では、約 3221 年で 1 日ズレる計算とな

なるか否かの細かなルールがありまして、西暦年が｢4 の倍数年は閏年｣の他

ります。しかし、今から 2000 年以上も前に、わずか十数分の誤差で 1 年の長さ

に、｢100 の倍数年は平年｣、｢400 の倍数年は閏年｣と定められています。従

を求めていたことは驚きですね。

って、1900 年は 100 の倍数年ですから平年となり、シドニーオリンピック
が開催された 2000 年は 400 の倍数年であったため閏年となりました。
ところで、私たちが日常的に利用しているカレンダーはグレゴリオ暦に基
づくもので、1582 年から用いられるようになりました。その前までは、紀

今回のオリンピック招致のとき、｢お・も・て・な・し｣というフレーズが大き
な話題となりました。新しい年を迎え、私たちも｢お・も・て・な・し｣の心で業
務に励みたいと思っています。本年も鹿島市民図書館を宜しくお願い申し上げ
ます。

予約サービスをご利用ください！

図書館長 前田英明

来館・電話・ウェブにて予約することができます。
②

みんとの

「みん」は みんなの 「みん」

ねえねえ みてみて みんなの

「みんと」

③

