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１年に１度の蔵書の総点検と

開

５年に１度の図書館システムの更新
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のため長期休館します

2022 年 8 月
日 月 火 水 木 金 土
7

1

2

8

9

3

4

5

■
■
■
■
■

鹿島市民図書館だより

みんと

「天の川お星さまおはなし会」報告
館長コラム
夏休みの宿題おたすけ展示
展示・イベント報告
長期休館のお知らせ

楽しかったね！『第１４回天の川お星さまおはなし会』

９/１６（金） → ９/３０（金）
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7/3（日）報告

３年ぶりの対面でのおはなし会。図書館の読み語りボランティアさん１５人と子ども図書館サポーターによる絵
本の読み語りや歌、マジックがありました。新型コロナ対策として時間短縮・人数制限はありましたが、久しぶりの
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おはなし会は参加者・ボランティアさんどちらにとっても楽しい時間となりました。

休館中に行うこと
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≪蔵書の総点検≫
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図書館にあるすべての資料のバーコードを一つずつ読み取り、正し
い場所にあるか、データは間違っていないかをチェックします。

≪図書館システムの更新≫

絵本『ちょっとだけ
ちょっとだけ』

大型絵本
『うんこダスマン』

ボランティアさん、ありがとうございました！
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図書館のパソコンなどの機器と貸出や返却、資料情報のデータ管理
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をしているシステムを、新しい図書館システムに入れ替えます。図書館

・・・館長コラム「
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のホームページも新しくなります。

過去に安全講習会に参加した際、一般的に熱中症になり易い時期として、年間を通して二つのピークがある

このため、休館中はホームページが使えません。
あんころもち

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。

と教わりました。

そして二つ目が暑さの盛り、夏季休暇が明けた頃です。既に気温の高い日が続き、体も暑さに慣れているはず

くわしくは、
９月号でお知らせします。

土曜日のおはなし会

わ・わ・わぽっとでおはなし会

」・・・

その一つ目は５月のＧＷ明けの頃、まだ暑熱順化（体が夏の暑さに適応すること）が十分ではない段階です。

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

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

ゴーヤ大使と涼のひとときを

ですが、夏季休暇の数日間を涼しい環境で過ごし、生活リズムの変化も影響しているということでした。
日を追って、この二つ目のピークに近づいていきます。一年の中で８月上旬頃の気温が最も高くなりますが、
日中の時間が最も長くなるのは６月下旬の「夏至」です。なぜ、太陽の位置と気温の関係がずれるのか。このタ

司書のひとりごと…

イムラグは、太陽の熱で地球の表面から少しずつ温められて地表の温度が上がっていき、温まった地表が次第

心を落ち着かせるために、みなさんはどのようなことをしています
か？
先日、写経・・・般若心経を書いている人たち・・・をとりあげた番組が
放送されていました。般若心経は、お釈迦さまが私たちの生き方につ
いて与えてくれたアドバイスだそうです。書くことによ
り、集中でき、気持ちが落ち着いてくる。写経は自分の
為、大切な人の為に思いを込めて書くこと。私も久しぶ
りに書いてみようと思いました。
日本の夏・・・お盆が近づいてきました。図書館には、
書・お経など関連した本、CD があります。
どうぞご活用ください。
（K♡）

に熱を空気に伝えて気温が上がっていくからだと言われています。
通常は、夏至の頃からしばらくは梅雨の時季なので、太陽光がさえぎられたり、雨によって地表の温度が上
がりづらくなっています。九州北部における平年の梅雨明けが７月中旬のところ、今年は６月２８日と最も早い
梅雨明けで、かなり短い梅雨となりました。このため、早くから地表を温め易くなって厳しい暑さとなり、例年
のピークに限らず、継続的な熱中症リスクが予想されます。
敷地内でも、子ども図書館サポーターの皆さんが植えてくれた直後のゴーヤはすくすくと育っていました
が、６月末頃から、地表近くの葉っぱが辛そうな様相を見せています。植物にも
こたえる暑さの影響だと思います。それでも、日々の水やりを喜んでくれるゴー

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

ヤの生命力はたくましく、幾つもの立派な実を結んでいます。
これから夏休みに向かって一番暑い時季が到来します。図書館では、熱スト
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レスを下げながら、カウンターにいる健康増進係“ゴーヤ大使”とともに、皆さま
のご来館をお待ちしています。
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 ①
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夏 休 みの宿 題 おたすけ展 示 ☆

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♪

読書感想文に自由研究・・・何を読もうか、何をしようか決まらない！と困っているあなた。ぜひ図書館に来てください！
市内小学校校長先生や市内中学校の１年生や図書委員さん、図書館スタッフがおすすめする本を集めた特集展示『読書感想文を書こう！』をしています。
読書感想文の書き方のコツをまとめたプリントの配布もしています。
いろいろな自由研究や工作の本を集めた展示『夏休み宿題コーナー』もあります。あなたにピッタリの本が見つかるかも☆

『虫のオスとメス、見分けられますか？』
森上 信夫／著

ベレ出版

昆虫は種によってオスメスを見分ける部位が
異なるため一見しただけではわかりません。本
書では虫のオスとメスの写真を並べて識別のポ
イントを示し、見分け方を紹介しています。大人
の自由研究にいかがですか？

昨年とっても好評だった
校長先生のおすすめの本コーナー

読書感想文課題図書
感想画指定図書

自由研究・工作の本

中学生・高校生の
読書感想文課題図書

中高生向けおすすめの本

『MUSE ON ICE』
伊藤 聡美／著

G.B.

氷上の華麗な演技は、美しい衣装と共にあり
ます。そんなトップスケーターの衣装を手掛け
る、衣装デザイナーの作品集です。細部の拡大
写真や製作エピソードも掲載し、１着に込めら
れた思いも知ることができます。

連携展示あれこれ～図書館だけでなく他機関・イベントの関連展示もしています

２回目 6/19（日）
６月 鹿島市人権・同和対
策課との連携展示『男女共
同参画週間』をしました。

『「世間教」と日本人の深層意識』

７月 かしまこどもフェス
佐藤 直樹／著

子ども図書館サポーター活動報告②

さくら舎

関連展示『家族で楽しめる

「世間」は暮らしを支える人と人とのネットワ

まず、初回にできなかった任命式をしました。その後、『天の川お星さまお
はなし会』で読み語りする大型絵本の練習をしました。はじめは声が小さくな
ったり、読み方が早くなったりしましたが、一生懸命練習してとても上手になり
ました。プレゼント作りは工作が苦手な子もいましたが、最後まで丁寧に作って
くれました。

映画』をしました。

ーク。しかし、同調圧力を与える恐ろしい権力に
変わることもあります。無宗教といわれる日本人
を動かしているのは「世間教」なのです！「世間
教」を理解し、うまく対処する方法を紹介します。

今後もいろいろな連携展示を予定していますので、ぜひ特集展示コーナーを
チェックしてみてください♪

『雑誌と本の無料配布』（6/25～7/3）報告

『国境で読み解くヨーロッパ』
加賀美 雅弘／著 朝倉書店

ヨーロッパの国境を旅してみよう！長く存在
する国境や最近ひかれた国境など、陸上に国境
のない日本からすると興味深く、自分の足で越
えてみたくなります。ヨーロッパの国境から、
歴史、民族などを見て考える境界の地理紀行本。

1・２日目はホール、３日目以降は図書館内で行った『雑誌と本の無料配布』は、の
べ３３６人の参加があり、たくさんの雑誌と本がもらわれていきました。

３回目 7/3（日）

例年混雑する初日は、新型コロナ対策として人数制限・時間制限を行うため整理

今回は『天の川お星さまおはなし会』のお手伝い。プログラ

券を配布するようになって３回目。参加者のみなさんのご理解・ご協力のおかげ

ム紹介や道具出し、大型絵本の読み語りもしました。小さな子

で、安心して実施することができました。ありがとうございました！

どもたちの前に立って、とっても緊張していましたが練習の
おかげでしっかりおはなしを届けることができました☺

『柴田理恵のきもの好日』
柴田 理恵／著

柴田理恵のきもの劇場へようこそ！民族衣装
をさりげなく着こなす海外女性を見て、「日本人
は着物だ」ときもの熱が上昇した柴田さん。古い
きものや帯を、もったいない精神で捨てずに生か
すリメイクきもの術と暮らしの極意を伝えます。

②

みんとの 「みん」は みんなの 「みん」

平凡社

整理券配布のようす

１日目のようす

ねえねえ みてみて みんなの 「みんと」

③

