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「ふるさとの偉人 田澤義鋪」出前授業
鹿島高等学校 体育館
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「雑誌と本の無料配布」整理券配布について
館長コラム
雑誌と本の無料配布
第１４回天の川お星さまおはなし会
イベント報告
学芸部だより⑬
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令和３年度に制作した偉人マンガ『田澤義鋪』の利活用事業が令和
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４年度から始まりました。第１弾は鹿島高等学校への出前授業で、新
入生オリエンテーションの一部として 4/12（火）に実施しました。田
澤が説いた政治教育とはどういうものか、身近な例をあげながら話
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しました。生徒たちは事前にマンガを読んでいたからか、真剣に聞い
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てくれました。
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ぬり絵で楽しもう絵本の世界

今後も市内小中学校にて、マンガを利活用した事業を展開していき
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対象：0～3 才
日時：毎週 火曜日 14 時～
会場：図書館 おはなしの部屋

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

● 図書館で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。

みんなのぬり絵展示 5/27（金）～6/19（日）

ぬり絵の完成作品を図書館で展示します。みなさんの力作をぜひ見に来てください！

ます。

・・・館長コラム「
まちづくり出前講座「図書館
と本の魅力」を行いました！

ある日の船内

」・・・

船のブリッジで水平線を見張っていると、遠くにいる別の船が近づくにつれて、マストのてっぺんが見えてか
ら、少しずつ、船体の上の方から見えてきます。地球が丸いことによる現象です。

4/14（木）、鹿島友の会様に図

あんころもち

※イベントの詳しい内容については 2～3 ページをご覧ください。

書館においでいただき、館内案内

球体の地球には、経度１５度で１時間の時差がありますが、この時差に対応し

や簡単な説明などを行いました。

ながら働いている現場があります。その一つが、遠洋航路に従事する船舶です。

実際に本棚を見てもらうことで、

日本の石油は、約９９％を海外から輸入しており、この輸送を担っているのが

より理解が深まったようでした。

ＶＬＣＣ（Very Large Crude Oil Carrier)と呼ばれる超大型タンカー（全長は東京タワーとほぼ同じ）です。
中東のペルシャ湾までは、海路で約６５００マイル（約１２，０００ｋｍ）あり、片道で約２０日間かかります。

司書のひとりごと…
梅雨入りが近づいてきました。豪雨等災害への備えはお済みでしょ
うか？
さて、わが家の生き物大好きな息子は、「梅雨に備えて」と言いなが
ら図鑑片手にカエルのお家を作り始めた様子。それは、水槽に石や土
や苔、木の枝や水を入れたテラリウムもどき。そういえば、
去年も作って卵から育てていたな･･･それはやがてオタマ
ジャクシとなり、立派なカエルに成長し、大合唱が家中
に鳴り響き、その大音響に耐えられず、こっそり逃が
そうとしたらジャンプして私の頭に着地し、絶叫した
思い出が今鮮やかに･･･。今年は絶対外で育ててもら
わねば！いろんな意味で気が抜けない梅雨時期です。（Y）

目的地での荷役作業をスムーズに行うためには、船内時刻と目的地の現地時刻を一致させておく必要があ
ります。例えば、東京と原油産油国のサウジアラビアとの時差は６時間あり、日本の方が６時間進んでいます。
このため、東京湾を出て、ペルシャ湾に向かって西向きに走り続ける航路をとると、現地時刻に合わせるため
に、３日に１回ぐらいのペースで船内時刻を１時間戻します。つまり、１日が“２５時間”となる日が発生します。逆
に、船が東向きに走り続ける航路をとる場合は、時間を進める必要があります。
このようにして現地時刻との時差を解消していきますが、日付の調整のために、経度１８０度に沿って日付変更
線が設けられています。１８７３年に出版されたフランスの作家ジュール・ヴェルヌの「八十
日間世界一周」で、この日付変更線がうまく使われていますが、日付変更線が正式に設

鹿島市民図書館
〒849-1312

定されたのは、１８８４年にワシントンで開催された万国子午線会議でした。つまり、ヴェ
一般財団法人 鹿島市民立生涯学習・文化振興財団

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
④

みんなで 育てる 楽しい「みんと」

TEL：(0954) 63‐4343

FAX：(0954) 63‐2217

ルヌは、日付変更線がまだ一般的ではなかった時代に、１９世紀から慣習的に行われて
いたことを先行して取り入れて、この作品を書いたようです。
ヴェルヌから１５０年、日付変更線は今も船旅の魅力の一つです。

２０２２年５月２５日発行

鹿島市民図書館長 市坪 秀明
本は ともだち 鹿島市民図書館
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着 図 書 案 内
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♪
『マンガでわかる精神論はもういいので怒らなくても子育てが
ラクになる「しくみ」教えてください』
中島 美鈴／著 あらい ぴろよ／マンガ

令和２年度に購入した雑誌と図書館で読まれなくなった本を無料で配布します。
たくさんの方のご来場が予想されますが、感染予防対策を行って開催します。
●市民からの本の寄贈は受け付けしませんのでご了承ください。

整理券

６/２５（土）

時間

必要

主婦の友社

毎日子どもを叱ってばかり、自分はダメ親？
いいえ、それは「生活のしくみ」がうまく整って
いないからかもしれません。どうしたらすぐに

場所

９：30～16：30

エイブルホール

６/２８（火）
≀
７/３（日）

７月３日（日）10：30～11：30

場所

エイブル１階いきいきルーム

不要
図書館

火～金：9：30～19：00
土・日：9：30～17：00

『もしも鳥と話せたら』
ペズル／文 じゅえき太郎／絵 阿部 浩志／監修

日時

（12：00～13：00は休み）

６/２６（日）

宿題や着がえができるようになるのか。認知行
動療法理論を活用しわかりやすく紹介します。

お待たせしました！２年ぶりの対面おはなし会★
読み語りボランティアさんによるおはなしをお楽しみに！
感染予防対策のため時間短縮・人数を制限して行います。

（保健センター内）

対象 赤ちゃん～小学生とその保護者

プレジデント社

「ハトはフラれても粘る！」「オシドリは毎年
別れる」等、２０の鳥の生存戦略に学ぶ恋愛と理
不尽。好きな相手と距離をなかなか縮められない
女子大生に、鳥たちが愛や恋について手ほどきし
ます。はたしてその恋のゆくえは…。

定員

村中 直人／著

紀伊國屋書店

図書館カウンターまたは電話にて受付開始

◎会場へは、１５人ずつ（２５分間）案内し密集しないようにします。
◎来場者の中から感染が確認された場合にそなえ、来場者の連絡先をお聞きします。

叱ることが快感で DV、バッシング、ハラス
メント等をおこす人がいます。その理由は脳に
あると著者。
「叱る」という行為の本質を科学の
知見をもとに見つめ直し、<叱る依存>を回避
するためのヒントを伝授します。

◎入場の際に検温し、３７.５℃以上熱のある方や咳・くしゃみ等の症状がある方は会
場に入れません。
◎マスクの着用・手指の消毒をして入場してください。

『タイム・スリップ芥川賞』
菊池 良／著

（事前申込制）

６月１１日（土）9：30 から
６／２５（土）は感染拡大防止のため下記の対応を行います。

『<叱る依存>がとまらない』

２５人

ダイヤモンド社

100 年の歴史ある純文学の新人賞「芥川賞」
。
少年と文学好きな博士がタイムマシンに乗って
各時代の受賞者や作品などを紹介します。少年
と博士の会話形式なので長文が苦手な人にも読

オリジナルしおり作ったよ♪
「しおりをつくろう！」報告（4/29～5/8）

新メンバー決定！
子ども図書館サポーター活動報告①

みやすくなっています。

『まるありがとう』
養老 孟司／著 平井 玲子／写真

まるがいなくなって、ほぼ 1 年。今でもしみじ
み会いたい。かわりのきかない一期一会の出会い
だった…。自分の想いを書いたりはしたくないと
いう養老孟司が愛猫「まる」の思い出を振り返り、
その言葉を丁寧にひろってまとめられた本です。
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みんとの 「みん」は みんなの 「みん」

西日本出版社

切り込みや型抜きで透かしのあるデザインのしおり
２種類を準備しました。小さい子にはちょっと難し
そうでしたが、小学生はスムーズに作りあげていま
した。１つ作った後日、２つ目を作りにもう一度来て
くれた子もいました。

5/8（日）9：30～11：30 令和４年度のサポーター活動が始まりました！たくさんの応募者の中
から選ばれた新しい４年生と継続の５年生あわせて１１人がこれから１年間活動してくれます。
第１回活動は、エイブル祭りオープニングセレモニーでの図書館イベント紹介と、緑のカーテンのた
めのゴーヤ苗やアサガオの種を植えてくれました。これからよろしくお願いします☺
ねえねえ みてみて みんなの 「みんと」
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