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放射線量測定値市立図書館だより子育てひろば

　　　　先月の人気図書　

　図書館本館の３階カウンター前には、

「ティーンの本棚」という展示棚があり

ます。ここには、中学生から大学生向

けの、さまざまな本をとりそろえてい

ます。司書による読書案内や、有名人

おすすめの本なども展示していますの

で、ぜひ一度お立ち寄りください。

　学生でない大人の方でもご利用いた

だけます。

市立図書館（823-4646　　http://www.t-lib.jp/)HP問

おはなし会

　（幼児～小学生向け）

と　き／４月８日（日）午後１時30分～

　　　　４月22日（日）午後２時～

ちいさなおはなし会

　（０～３歳児向け）

と　き／４月25日（水）午前11時～

※日時は変更になるときがあります。

ご確認のうえ、ご来館ください。

『蜩
ひぐらし

ノ記』　葉室　麟／著

　羽根藩の壇野庄三郎

は幽閉中の元郡奉行・

戸田秋谷の元へ遣わさ

れる。秋谷は不義密通

の罪で家譜編纂と 10年

後の切腹を命じられて

いた。当時の事件の真相探求を命じら

れた庄三郎は…。直木賞受賞作です。

今月の展示棚 №1

　厳しい寒さの冬も終わり、もうすぐ

新年度がスタートします。新しい生活を

始めるみなさんへ、入園・入学・入社

の準備の参考になる本を集めてみまし

た。また、明るい春の始まりを応援でき

るように「桜」の本も合わせて紹介してい

ます。美しい桜を見ながら、新生活のプ

ランを立ててみてはいかがでしょうか？

テーマ：新生活応援特集

おはなし会おはなし会

こどもの本
「おはようぼくだよ」

平澤一平／絵、益田ミリ／作
「ようちえんにいくんだもん」

佐古百美／絵、角野栄子／作
「まいごの、まいごの、ゴンザレス」

村上康成／絵、服部千春／作
「できたよ、とび箱・マット」

行本浩人／監修
「しんせつなかかし」
篠崎三朗／絵、ウェンディ・イートン／作

「雨あがりのメデジン」
アルフレッド・ゴメス＝セルダ／作

「サリーのえらぶ道」
エリザベス・オハラ／作

「ビッケと弓矢の贈りもの」
ルーネル・ヨンソン／作

　女性初の有人
潜水調査船パイ
ロットを目指す
天谷深雪。深海
に棲む未確認巨
大生物を追い求
める高峰浩二。
目的は違えど、
想いはひとつ。

絶対に「しんかい6500」に乗って
やるー。海洋研究開発機構全面
協力による長編小説です。

（朱野帰子／著）

海に降る

（小　説）

　80歳の義母と
79歳の父のため
に提案した切り
紙が、コミュニ
ケーションの少
なかった親子の
関係をあたたか
く変えていった
過程の記録。切

り紙のたのしさやはじめ方、材
料やおすすめの道具も紹介しま
す。

（井上由季子／著）

老いのくらしを変えるたのしい切り紙

（福　祉）

ティーンの本棚について
将来の夢、仕事、資格についての本

悩んだときに読みたい心のケアの本

健康や体のしくみについての本

家族や友達となかよくつき合うため

　の本

学んで知る楽しみを見つける本

なぜ？みんなで考えたいことについ

　ての本

小説

４月のとしょかん

あしらせおしらせ

市内主要施設の放射線量測定値

保育所など　※

　 こども福祉課（内線2419）

施設名 地上0.5ｍ 地上1.0ｍ

新生保育所 0.229・0.205 0.224・0.206

荒川沖保育所 0.230・0.218 0.222・0.206

霞ヶ岡保育所 0.262・0.263 0.251・0.245

東崎保育所 0.167・0.184 0.181・0.189

都和保育所 0.199・0.155 0.201・0.152

天川保育所 0.170・0.219 0.151・0.192

新川保育所 0.188・0.135 0.181・0.159

桜川保育所 0.172・0.179 0.187・0.185

神立保育所 0.201・0.192 0.188・0.187

竹ノ入保育所 0.248・0.162 0.241・0.177

土浦愛隣会保育所 0.164・0.176 0.172・0.172

めぐみ保育園 0.095・0.169 0.103・0.130

白鳥保育園 0.174・0.147 0.161・0.145

エンゼル・ゆめ保育園 0.115・0.128 0.114・0.133

つくば国際保育園 0.133・0.127 0.153・0.151

中央保育園 0.148・0.167 0.134・0.151

高岡保育園 0.091・0.092 0.097・0.123

藤沢保育園 0.110・0.103 0.103・0.104

白帆保育園 0.154・0.175 0.133・0.188

あおぞら保育園 0.167・0.136 0.149・0.136

愛保育園 0.180・0.182 0.180・0.182

童話館保育園 0.129・0.196 0.123・0.179

都和児童館 0.138・0.150 0.140・0.150

ポプラ児童館 0.272・0.147 0.242・0.163

新治児童館 0.143・0.101 0.144・0.111

文化施設
問 上高津貝塚ふるさと歴史の広場

（826-7111）

施設名 地上0.5ｍ 地上1.0ｍ

上高津貝塚ふる

さと歴史の広場
0.266 0.253

幼稚園、小・中学校　※

　 教育総務課（内線5103）

施設名 地上0.5ｍ 地上1.0ｍ

土浦幼稚園 0.194・0.194 0.180・0.180

土浦第二幼稚園 0.299・0.185 0.268・0.216

いくぶん幼稚園 0.234・0.158 0.210・0.164

都和幼稚園 0.149・0.155 0.125・0.143

大岩田幼稚園 0.264・0.210 0.270・0.208

新治幼稚園 0.125・0.116 0.125・0.105

土浦小学校 0.169・0.158 0.125・0.167

下高津小学校 0.146・0.185 0.152・0.201

東小学校 0.147 0.142

宍塚小学校 0.186・0.169 0.180・0.155

大岩田小学校 0.205・0.186 0.202・0.184

真鍋小学校 0.140・0.153 0.150・0.157

都和小学校 0.133・0.165 0.126・0.169

荒川沖小学校 0.186・0.175 0.184・0.199

中村小学校 0.198・0.195 0.182・0.196

土浦第二小学校 0.152・0.133 0.149・0.138

上大津東小学校 0.134・0.181 0.137・0.173

上大津西小学校 0.170・0.128 0.175・0.167

神立小学校 0.157・0.188 0.157・0.157

右籾小学校 0.284・0.212 0.272・0.215

都和南小学校 0.144・0.185 0.140・0.174

乙戸小学校 0.178・0.148 0.199・0.178

菅谷小学校 0.158・0.227 0.167・0.241

藤沢小学校 0.097・0.116 0.100・0.115

斗利出小学校 0.099・0.086 0.097・0.115

山ノ荘小学校 0.134・0.131 0.115・0.130

土浦第一中学校 0.161 0.159

土浦第二中学校 0.152 0.163

土浦第三中学校 0.181 0.183

土浦第四中学校 0.227 0.220

土浦第五中学校 0.205 0.185

土浦第六中学校 0.222 0.216

都和中学校 0.135 0.130

新治中学校 0.109 0.100

市役所、公民館
問 環境保全課放射線対策室（内線2452）

施設名 地上0.5ｍ 地上1.0ｍ

市役所 0.187 0.181

一中地区公民館 0.214 0.176

二中地区公民館 0.171 0.170

三中地区公民館 0.191 0.179

四中地区公民館 0.170 0.165

上大津公民館 0.155 0.146

六中地区公民館 0.195 0.183

都和公民館 0.173 0.156

新治公民館 0.116 0.112

運動施設
問 スポーツ振興課（内線5123）

施設名 地上0.5ｍ 地上1.0ｍ

川口運動公園 ※工事中のため計測なし

中貫運動公園 0.191 0.198

荒川沖地区野球広場 0.252 0.252

市民運動公園 0.170 0.188

木田余地区市民運動広場 0.203 0.205

新治運動公園 0.111 0.114

本郷グランド 0.132 0.135

公園
問 公園街路課（内線2423）

施設名 地上0.5ｍ 地上1.0ｍ

亀城公園 0.192 0.191

神立公園 0.255 0.254

霞ヶ浦総合公園 0.254 0.224

乙戸沼公園 0.194 0.180

田村沖宿公園 0.268 0.231

紫ヶ丘公園 0.183 0.171

水と緑の里公園 0.258 0.207

朝日峠展望公園 ※積雪のため計測なし

ふるさとの森公園 0.173 0.141

ごみ処理施設
問 環境衛生課（内線2445）

施設名 地上0.5ｍ 地上1.0ｍ

一般廃棄物最終処分場 － 0.201

清掃センター － 0.258

　測定場所は学校をはじめとする市内主要施設88か所です。最新の測定結

果は市ホームページ（http//www.city.tsuchiura.lg.jp/index.php?code=3329）

や各地区公民館などに掲示しています。なお、１月１日から施行された「放

射性物質汚染特措法」では、年間１ミリシーベルト（毎時0.23マイクロシーベ

ルト）を目指すことを長期的目標にしています。

問 問

問

問

問

問
問

※「グラウンド・砂場」の数値。数値が

１つの施設はグラウンドの値

測定期間：２月29日～３月５日　測定器：簡易測定器　単位：マイクロシーベルト／時

放射能濃度の測定結果
水道水中の放射能　　　　　水道課（内線2460）

　市の水道水からは、放射性ヨウ素、放射性セシウムはい

ずれも検出されておらず、安全が確認されています。

採取日／３月１日　　検査機関／県衛生研究所および化研

問

放射線測定器の貸し出し
環境保全課放射線対策室（内線2452）

貸出場所／各地区公民館　　貸出日／火～日曜日

貸出時間／午前９時～正午、午後１時～４時の３時間以内

◎予約が必要です。詳しくは、お問い合わせください。

申問


