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④   みんなで 育てる 楽しい「みんと」                                                                                                                                                本は ともだち 鹿島市民図書館   ① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大谷翔平選手の活躍で、大リーグの試合の様子をニュースで見る機会が増えました。テレビ画面で、ピッチャ

ーが投げた球筋の下に表示される「９３」といった数字は、球速が時速９３マイルだったことを示しています。

「陸のマイル」の 1マイルは１６０９メートルなので、この場合は時速１５０ｋｍぐらいでしょうか。 

マイルには、もう一つ「海のマイル」の“海里（カイリ）”があり、船舶や飛行機の分野では世界中で使用されて

います。この海里は、地球の大きさが基準となっています。地球は３６０度の球体なので、北極点から南極点ま

でが１８０度、この１度を６０分割して「1分」としています。１海里は「緯度１分に相当する平均的な子午線弧の長

さ」に等しいことから、１８５２メートルとなります。 

海里をメートルで表すと切りの悪い複雑な数値に見えますが、広い海や空で使用するには、メートルより海

里のほうが便利です。陸上では地形や道路などを描いた地図を使用しますが、船舶で用いる地図は「海図」と

言われるものです。海図の四辺には緯度・経度の目盛がつけてあり、ある地点は緯度・経度で表せます。この海

図上で２地点間の距離を求める場合には、緯度に対応した海里を使用すると、実際の距離が海図の目盛と一致

するので便利な訳です。 

そして“海里”は、大変に重要なものを表す単位でもあります。その一つ、国の領土を取り囲む「領海」も、「領 

海の基線（領土の沿岸）からその外側１２海里の線までの海域」と規定され 

ています。四方を海に囲まれた日本は、領海及び排他的経済水域の面積で 

は第６位を誇る世界有数の海洋国家です。 

新しいリーダーには、時速１００マイルの剛速球と特大ホームランで投打 

に活躍する大谷選手のように、内政と外交の両方でしっかりとコンパスを 

見極めて、海洋国家の舵取りを期待したいです。 

鹿島市民図書館長 市坪 秀明 

■ 特別整理のため図書館は休館します 
■ 俳句作品募集『としょかん de 俳句』 
■ 絵本・紙芝居作家長野ヒデ子さん講演会 
■ 図書館で“賢治さんクイズ”に挑戦しよう！ 
■ 理科教室＠おうちでクラフト（報告） 
■ 子ども向け雑誌『ちゃぐりん』を新しく購入しました！ 

司書のひとりごと… 
 あっという間に季節は秋です。  
“食欲の秋” “読書の秋” “スポーツの秋”・・・・・・。 
色んな秋がありますが、皆さんの秋は何でしょうか？ 

 
食べることが大好きな私はもちろん“食欲の秋”です。 
新米、秋刀魚、梨、きのこ類・・・・・・日本の秋はステキです。 
 
そして、何と言っても“栗”！！ 
店先に栗のお菓子が並ぶとワクワクします。 
 
我慢の多い昨今、小さな幸せを見つけて何とか乗り切って 

いきたいと思っています。  （S） 

鹿島市民図書館だより

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 

TEL：(0954) 63‐4343  FAX：(0954) 63‐2217 

 

２０２１年９月２５日発行 

 開  

み ん と

〒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 

http://www.library.city.kashima.saga.jp 

土曜日のおはなし会 
対象：3才～ 
日時：毎週 土曜日 14時～ 

会場：図書館 おはなしの部屋 
 

 

 

わ・わ・わぽっとでおはなし会 
対象：就学前児とその保護者 

日時：毎月 第 2水曜日 11時～ 

最終 日曜日 11時～ 

会場：子育て支援センター 

・・・館長コラム「  二つのマイル  」・・・ 

休館日 

● 土曜日のおはなし会は、予約制です。 

参加ご希望の方は、電話または来館

にてご予約ください。定員は６人で

す。なお、今後の状況によっては、中

止になる場合もあります。 

日 月 火 水 木 金 土

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

2021 年　10　月

特別整理のため図書館は休館します 

10 月4 日（月）～8 日（金） 

図書館資料約 20万冊の整理や施設設備の点検のため、

お休みします。 

長期の休館で皆様には大変なご迷

惑をおかけしますが、ご理解とご協力

をお願いいたします。 

特別整理期間中の本の返却は、エイブル入口にあります

返却ポストへお願いします。 

ただし、以下のものは破損のおそれがありますので、 

返却ポストには入れないでください。 

     壊れ・汚れがあるもの 

     CD・DVD、雑誌、大型絵本、紙芝居 

理科教室＠おうちでクラフト（報告）8/3（火）～8/25（水） 

昨年に続き、図書館で本を借りてくれた小学生に 3つの工作がで

きる材料キットを、限定 100セット配布しました。 

8/3（火）の配布開始から、1週間足らずで配布が終了しました。 

見ればすぐにわかる作り方の動画も図書館ホームページで配信し

ました。 

①ソーマトロープ 

表：怒っている魚屋さん 

裏：魚をくわえた猫 

②パラシュート ③ストロー飛行機 

子ども向け雑誌 

『ちゃぐりん』 
を新しく購入しました！ 

食べ物や農業のことを楽しく知る

ことができて、マンガやお話も載っ

ている小学生向けの雑誌です。 

10月号（9月発売）から図書館

の子ども雑誌コーナーに仲間入りし

ました。ぜひご覧ください。 

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

2021 年　11　月

※11/28（日）はかたらいが全館清掃 

で休館のため、わ・わ・わぽっとでお 

はなし会は１週間早めて実施します。 
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『投資の基本ゆる図鑑』 
伊藤 亮太／監修   宝島社 

着 図 書 案 内 新 

『沈没船博士、海の底で歴史の謎を追う』 
山舩 晃太郎／著  新潮社 

海底に眠る沈没船などを探す「水中考古学」。

空気も光もない海底での活動は酸素ボンベの

酸素がなくなるまでと、地上の発掘とは異なり

様々な制約があります。そんな発掘作業をどう

行っているのか、その魅力もあわせて紹介。 

『70 歳からのゆる〜い筋トレ&ストレッチ』 
山口 晃二／著  家の光協会 

服が着づらい、靴が履きにくい、ものをすぐ

落としてしまう…あなたの筋力衰えていません

か？本書では、座って寝転んで軽く動くだけの

簡単エクササイズを紹介。きついトレーニング

は続けられないという方におすすめです。 

食前酒（アペリティフ）の略称で、それを楽

しむ時間そのものをフランスでは「アペロ」と

いいます。しっかり食事の前やシメにおいしい

アペロ用ツマミ 89 レシピを、少し手間をかけ

るものからサッと作れるものまで紹介します。 

『お酒とフォークがとまらないアペロとツマミ』 
渡辺 麻紀／著  主婦の友社 

『わらべうた』 
宮部みゆき、西條奈加、諸田玲子、澤田瞳子、梶よう子、中島要／著 

細谷正充／編                         PHP研究所  

 時代小説作家 6 人の短篇が 1 冊に。自分を誘

拐してと頼む子ども、遠くへ引っ越す女の子に複

雑な想いの男の子など、江戸時代の子ども達を中

心にした話がまとめられています。子どもをとり

まく人間模様は現代に通じるものがあります。 

毎週  曜日は、新着図書の日 

貸出カウンター前は新着図書のコーナー

です。毎週金曜日には、約 100冊の新着

図書がみなさんとの出会いを待っていま

す！ぜひ、借りに来てくださいね♪ 

コロナ禍の今こそ「投資」にチャレンジ！仕組

みがわからなくてなんだか不安という人へ、

NISA・iDeCo・投資信託や保険など投資の基本

のキから気をつけるべきポイントまで、ファイ

ナンシャルプランナーがゆるっと解説します。 

エイブル事業 音楽童話『セロ弾きのゴーシュ』関連イベント 

秋の読書週間事業 俳句作品募集 

としょかん de俳句 

大人のあなたの俳句作品を募集します！ 

「図書館」をテーマにあなたの想いを詠んでみませんか。 

経験者も初心者もぜひご応募ください。 

いただいた作品は図書館内に掲示します♪ 

テーマ：図書館 

応募期間 9 月 15 日（水）～10 月 31 日（日） 

対   象 １８歳以上 

応募方法 ① 図書館内に置いている投句用紙に記入し、 

図書館内応募ポストに入れる。 

       ② Eメールで送る。 

         （件名：俳句  ✉アドレス：kashimal@theia.ocn.ne.jp） 

       ③ 一人につき２句まで。 

展示期間 １１月 6日（土）～１２月１２日（日） 

参加賞あり 

絵本・紙芝居作家 長野ヒデ子さんと 

絵本と紙芝居で わくわくしタ～イ♫ 

１１月１４日（日） 14 時～１５時半 
会場 エイブルホール 

対象 幼児～一般 

定員 60人（事前申込制） 
１０月１７日（日）９時半から図書館カウンターまたは電話で受付開始 

新型コロナウイルス感染予防対策として、マスクの着用・手指の消毒・入場時の検温に

ご協力ください。当日、熱やせきなどかぜ症状のある場合は、参加をご遠慮ください。 

 

【長野 ヒデ子】 
 1941年愛媛県生まれ。 

絵本『おかあさんがおかあさんにな 

った日』『まんまんぱっ』、紙芝居『てんぐ

のかくれみの』など、赤ちゃんから大人

まで心を動かす楽しい文と絵の作品で      

 多くの読者に親しまれている。 

参加費無料 

長野さんのお話の後、

絵本などの販売＆サイン

会をする予定です。 

図書館で“賢治さんクイズ”に挑戦しよう！ 

童話作家 宮沢賢治やその作品に関するクイズを作りました！ 

図書館からの問題にあなたはいくつ答えられるかな？ 

出題用紙に答えを記入して貸出カウンタ―へお持ちください。 

子ども向け・大人向けの 2種類あります。 

 

期間 9/26（日）～10/17（日） 

場所 図書館内 
※職員手作りの参加賞あり。 

音楽童話『セロ弾きのゴーシュ』（エイブルホール） 

9/26（日）14時 ミニコンサート 

10/17（日）14時 本公演 

※朗読パートには読み語りボランティアさんや図書館職員も出演し 

ます。こちらもぜひご覧ください。 

臨時休館中のあれこれ。part2 

2020年 4月の緊急事態宣言にともなう臨時休館に続き、今年

も新型コロナウイルスのため臨時休館することになりました。市民の

みなさんはもちろん、私たち職員にも「まさか」の事態。それでも開

館できる日に向けて、いろいろな準備をしてきました。 

図書館の休館中にどんなことをしていたか、Twitterなどで発信

していたものやその他の作業の一部を紹介します。 

◇ 外庭の草むしり ◇ 和室の畳張替え 

◇ 光庭の植栽の手入れ 長雨の影響かキノコが！ 

before after 

◇ 本の修理 

◇ 新着本の準備 ◇ ポスト返却本の処理 

◇ カウンタ―マット総入替 

 この他、市内小中

学校に貸し出す本の

選書やみにみに図書

館用の選書、特別整

理期間の準備などを

していました。 

mailto:kashimal@theia.ocn.ne.jp

