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エイブル＆図書館見学に来てくれました！
５月２７日（金） 多良小学校２年生 ３０人

休館日
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夏休み企画『読書感想文を書こう！』展示
館長コラム
としょかんの夏休み教室のお知らせ
ぬり絵展示報告
おはなしパパとえほん Time のお知らせ
図書館見学報告

修学旅行の一環でエイブルの見学に来てくれました。１階の図書
館から３階まで案内した後、おはなし会をしました。元気いっぱい

夏休み企画

『読書感想文を書こう！』

の子ども達で、スタッフも元気をもらいました！
読書感想文の本は何にしよう？どう書こう？とお悩みの小学生のために、読
書感想文に役立つコーナーを作りました！
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昨年好評だった市内小学校校長先生のおすすめ本の展示と、さらに市内中学
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校図書委員さんおすすめの本も展示します！
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市内小学校校長先
普段は入れない書庫や返却ポストのこと、図書館ならではの機器の説明
などを真剣に聞いてくれました。
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生おすすめの一冊

期間

７月１６日（土）～８月２８日（日）

特集②
市内中学校
図書委員さん

場所 図書館 児童コーナー

おすすめの一冊
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・・・館長コラム「
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女王陛下のキス

」・・・

６月にイギリスで行われた祝賀行事「プラチナ・ジュビリー」の中で、エリザベス女王陛下が
「くまのパディントン」と共演する映像には、イギリス流のユーモアを感じました。

あんころもち
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

この行事期間が土日を含めた４連休となったイギリスに、どんな祝日があるかを調べて
おはなし会では最初にお手玉遊びをしました。ちょっと難し
かったようで「できない～！」と残念そうな声が。大型絵本
の読み語りは、前のめりになって聞く子もいました。

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。

みると、法律で定めた「建国記念日」（祝日）はありませんでした。一方で、世界にはイギリス
からの独立を記念する日を祝日と定めている国が多数あり、その一つがアメリカです。
２０００年の７月４日に、アメリカの独立記念日を祝う洋上式典に参加するため、世界各国の帆船と海軍の艦

司書のひとりごと…

艇がニューヨーク港に集まりました。その中に、海上自衛隊の練習艦「かしま」（初級幹部の海上実習などに従事

図書館だよりといえば「みんと」ですが、私の夏の必須アイテムも「ミ
ント（和名：ハッカ）」です。今年も愛用のハッカ油 が活躍する季節が
やってきました。天然成分のハッカ油は、清涼スプレーや眠気覚まし、
虫除け、消臭、掃除まで、あらゆる場面で大活躍。ほかにもマスクやタ
オルにシュッとひと吹きしたり、お風呂に入れたり…ひんやりスーッと
リラックスできるのでおすすめです。
さて、図書館には、夏休みの宿題に役立つ本や暑い
夏を快適にすごすヒントとなる本がたくさんありま
す。夏のイベントも感染対策をしながら行います！
図書館も、みなさんのこの夏の必須アイテムとして、
どんどん活用してもらえたら嬉しいです （Y）

する艦艇で、艦名の“かしま”は、茨城県の鹿島神宮に由来）がいました。
翌日の５日にイギリスの豪華客船「クイーンエリザベス号」がニューヨーク港に入港してきたのですが、ハドソ
ン河の急流に押されて、係留中の「かしま」の艦首部分に接触してしまいました。被害は軽微でしたが、民間船
にとっては、相手は軍艦の位置づけですから重大事件です。着岸した「クイーンエリザベス号」からは、すぐには
船を離れられない船長からのメッセージを携え、機関長と一等航海士が謝罪にやってきました。応対したのは、
かしま乗艦中の練習艦隊司令官とかしま艦長です。この時のかしま艦長は、“幸い損傷も軽く、別段気にしてお
りません。それよりも女王陛下にキスされて光栄に思っております。”と答えました。「クイーンエリザベス号」の
人達がこの出来事を伝え、入港していた各国の船乗りたちの間で大評判になり、ニューヨークだけでなく、イギ

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

リスにも伝わって、ロンドンでは新聞記事にもなりました。
女王陛下と人気者のくまが宮殿でお茶を楽しむ国に、ユーモアを備え、
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みんなで 育てる 楽しい「みんと」
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２０２２年６月２５日発行

ウイットに富んだ日本人がいることが伝わった出来事でした。
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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としょかんの夏休み教室

着 図 書 案 内
毎週

みんなの「ぬり絵」を展示しました！

ふしぎ現象を楽しもう★
身近なものからモノ作り

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♪

『ぬり絵で楽しむ絵本の世界』ぬり絵展示（5/27～6/19）

お待たせしました！今年は３年ぶりに対面形式で行います！
科学マジックと工作で、ドキドキワクワクな発見がいっぱい☆

日時

『Disney ヴィランズの簡単ごちそうレシピ』
ジュリー・トレメイン／著、イデア・インスティテュート／訳
JTB パブリッシング

８月２１日（日）

14：00～15：00

場所 エイブル３階 研修室
対象 小学生

不気味な紫色、蛍光ピンクや青の毒々しい色
をした食べ物たち。この本ではディズニー映画

定員

のヴィランズ（悪役）をイメージしたレシピを紹
介しています。これらを食べれば、ヴィランズの
ようにすばらしいたくらみを思いつくかも！？

１５人

こどもの読書週間イベントとして「ぐりとぐら」「ノラネコぐ
んだん」などのぬり絵を配布しました。その後、みんながおう
ちで色をつけたぬり絵 62 作品を図書館で展示しました。ぬ
り方や色使いにそれぞれ個性があり、来館されたみなさんも
楽しそうにご覧になっていました。

※事前申込制、先着順

参加
無料

申込方法 ７月２３日（土） ９：３０から
図書館カウンターまたは電話にて受付

『教えて！タリバンのこと』
内藤 正典／著

前半は児童コーナー窓に、後半はレファレンスカウンター前に展示しました。

ミシマ社

世界の動きを知るのは大切ですが、誰の視点
から見たものかを知っておくことも大切です。
西欧の視点で語られやすいイスラムやタリバ
ンについて俯瞰的に解説。ミシマ社のオンライ
ン緊急講座の内容を書籍化した本です。

講師 霜村 満 さん
（元小学校教員・鹿島夢マジック世話人）

『花を育ててみたいのですが。』
花福 こざる／著

家の光協会

枯らさないコツ、花屋が教えます。花屋兼漫

かしまこどもフェス

画家の著者が、店頭でよく受ける質問をもとに
園芸初心者に向けて、園芸店でよく見かける季
節の花、グリーン・ハーブの育て方・楽しみ方
をマンガで解説します。

おはなしパパとえほん Time

近年７月～９月は、記録的大雨により市内でも浸水や土砂崩れなど

『１００歳まで生きてどうするんですか？』
末井 昭／著

中央公論新社

“自分が老人であると意識していない（考えな
いようにしている）皆さまの参考にしてほしい”
人生 100 年時代といわれる今、
あと 20～30 年
をどう生きるか？老いを意識せざるをえなくな
った著者が綴る、人生、老い、死について。

『アラウンド 50』
宝島社

すべての女性に訪れる更年期は、これまでの生
活習慣をリセットし、2 度目の 0 歳ととらえて、
自分らしく生きるチャンスのとき。不安と疑問を
抱えている方へ、
“ポジティブな更年期”のために
正しい知識を専門家が紹介します。
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災害に備えて、鹿島市内のハザードマップを
確認しておきませんか？

昨年延期された“かしまこどもフェス”がエイブルで開催されます！

の被害が発生しています。住んでいるところや通勤・通学していると

図書館も協力イベントとして男性によるおはなし会をします。パパの声

ころにどんなリスクがあるのか知るために、鹿島市で公開しているハ

は“魔法の声”パパたちからおはなしのプレゼント！

ザードマップを活用しましょう。鹿島市で配布している防災マップは、
図書館でも見ることができますのでご利用ください。

日時

７月３１日（日）

10：45～11：15

場所 エイブル３階 研修室 A
対象 乳幼児から小学校低学年の子どもとその保護者
定員

１５人程度

かしまこどもフェス
申込サイト QR コード

※事前申込制、先着順

申込方法 かしまこどもフェスの WEB サイトから申込
問合せ先 エイブル事務局 電話 0954-63-2138

鹿島市ため池
ハザードマップ

ねえねえ みてみて みんなの 「みんと」
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