
台風は熱帯低気圧 
台風とは熱帯地方で生まれた低気圧のことで「熱帯低気圧」と呼び

ます。熱帯低気圧の勢力が発達し、最大風速が 17.2 メートル以上に発

達したものを台風と呼びます。この風速というものはメートルで表現

しています。ちょっとわかりにくいので、時速に換算してみました。

すると時速約６１キロとなります。時速６０キロというとどんな風か

わかりやすいでしょう。
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が　　らく　　た　

　　
く　台風のことがよくわかる本　＞
  ・図解・台風の科学　  　　　　　  　上野　充・山口宗彦著           2012 年   7 月刊  451.5/ ﾅｶﾞ
  ・超・実践的お天気入門　　　　　 　　　　　　阿施光南著　        2009 年   8 月刊  451/ ｱｾ
  ・トコトンやさしい気象の本           　　 　　　 入田　央著　        2009 年　7月刊  451/ ﾆｭ  
  ・気象のしくみ・天気図の見方                  　　 木原　実監修　     2009 年　4月刊  451/ ｷｼ  
  ・天気予報が楽しみになる本　　　　 　　　　　渡辺博栄監修 　    2004 年　7月刊  451/ ﾃﾝ　
  ・風の大研究　　　　　　　　　　　 　　　　　日本風工学海監修  2007 年   7 月刊  J451/ ｶｾﾞ  

　　　　　　　　　　　　　　　　　             こちらに紹介した本は２階に展示してあります。　

  梅雨時や初夏にもやってくる台風ですが、やはり、晩夏から初秋に掛けて発生した台風が日本列

島に来襲することが多いようです。台風という呼び名は日本のものです。外国にあるハリケーン

やサイクロンとはどう違うのか？台風とは何か？ちょっと調べてみました。

台風

サイクロン

サイクロン

ハリケーン

呼び名の違いは発生場所の違い 
外国のハリケーンやサイクロンは、台風と同じ構造ですが、発生場所の違いで呼び名が変わります。

台風は北半球のアジア周辺で日付変更線より西の太平洋で発生した熱帯低気圧のことです。ハリケー

ンは、日付変更線より東の太平洋と、大西洋で発生した熱帯低気圧のことで、北アメリカ西海岸やカ

リブ海、フロリダ半島に来襲します。サイクロンはインド洋と日付変更線より西の南太平洋で発生し

インドのベンガル湾沿岸やオーストラリア周辺・一部のアフリカに来襲します。

移動場所でも呼び名が変わる 
同じ太平洋で発生するものでも、日

付変更線を境に東が台風、西がハリケ

ーンとなります。ハリケーンが日付変

更線を越えて東側に移動すると呼び名

は台風に変わります。最近では平成 18

年の台風 12 号がそれです。

これからが台風のシーズンです。

みなさんの備えは万全ですか？ど

うぞお気を付け下さい。



　　　　　　　　　　　
図書館の郷土資料室では、多治見の古いものから新しいものまで歴史資料を数多く所蔵していま

す。ここでは、これらの資料を使い、昔の多治見の人々の暮らしを紹介していきます。

 　郷土資料室 ～探検～ コーナー

 平成 24 年度第 46 回多治見市文芸祭

応募・問い合わせ　〒 507 － 0034
多治見市豊岡町１ －５５　
多治見市図書館文芸祭係　山口
☎ 0572（22）1047　　
Ｅメール　bungeisai@tajimi-bunka.or.jp

俳句の季語「二百十日」（にひゃくとおか）という言葉を
ご存知ですか。これは立春から数えてちょうど二百十日目
のことをさし、ちょうど 9月 1日頃に当たります。この頃、
季節の変わり目による気象の変化のため暴風雨がやってく
ることが多いとされています。この季節、多治見も過去に
様々な自然災害が起こりました。郷土資料室ではそのよう
な風水害の記録も数多く所蔵しています。その中でも、今
回は大正元年 9月 23 日に多治見に大きな被害を及ぼした
「大正台風」を紹介します。

9月 22 日夜半室戸岬に上陸した台風が、四国から阪神地
方を経て、能登半島に抜けました。23 日朝の最低気圧は
970 ミリバール、最大風速は南東風 25 メートル。この台
風により、県下では死者 128 名、負傷者 405 名、家屋全壊
１万 2000 余戸の被害がでました。多治見町では家屋の全
半壊 70 戸に及び、県から小屋掛料、食料が支給され、有
志の寄付金などによって罹災者を救助しました。このとき、
天皇、皇后両陛下より 65 円 10 銭が被害者救助に下賜され
ました。

体験者の記録によると、「ローソク一本を灯し薄暗いお蔵
の中でじっとしていると、風はまずます強くなり、ゴーゴーと汽車がすぐ近くを走っているよ
うな音がしました。そのうち近所の大人の人達も避難してきて、蔵の中は大勢になりました。
･･･（略）･･･夜明け頃に風は静まりました。驚いたのは裏の柿の木の、実も葉も一つ残らず吹
き飛んで、枯れ木のようになっていました。」とあります。

過去の災害体験や教訓などの郷土資料が、これからの防災に役立つかもしれません。郷土資
料室では今後も多治見の災害に関
する資料を収集していきます。図
書・雑誌をはじめ、ビラ・ボラン
ティア記録・避難所だよりなど地
域に関する様々な情報をお寄せく
ださい。

多治見タイムトラベル　～大正元年 9月 23 日の大正台風～

 
＜　参考文献　＞
多治見市           『多治見市史　通史編　下』       1987
伊藤喜作           『翁のたわごと』                      1990
宮澤清治           『台風・気象災害全史』             2008
水原秋櫻子 ほか 『カラー図説日大歳時記座右版』 1985

●募集部門　１. 一般の部　　２. 小・中学生の部
●応募資格　１. 高校生以上　２. 市内在住または在学の小、中学生
●募集部門　１. 小説、エッセイ、詩、歌詞、短歌、俳句、川柳
　　　　　　２. 詩、短歌、俳句
●出 品 料 　無料
●応募方法　10 月 31 日（水）までに多治見市図書館
　　　　　　へ郵送（当日消印有効）またはＥメールで
詳しくは、募集要項をご覧ください

『想いを、言葉に、』　日々の生活の中で生まれる、ふとした「想い」を「言葉」で表現してみませんか？ 

感性あふれる文芸作品の多数のご応募をお待ちしております。

 

出典：多治見市史通史編下巻　Ｐ 151 より
　　図２　大正台風（台風８号）進路



今月の
　ｵｽｽﾒ

　

鍛えましょう、 話し方！磨きましょう、 敬語力

話すことが苦手で何とかしたいと思っている方、もう少し上手になり

たいと思っている方へおすすめしたい１冊です。こちらは話し方のノウ

ハウ本とはひとあじ違い、話し方が上達するコツが物語を通して紹介さ

れています。声が小さく、人前で話すことが苦手な男性が主人公です。

物語として読んでも共感と爽やかな感動があり、話し方を通じた主人公

の人生の変化を感じとることができます。またノウハウ本としては、声

の出し方や人前であがらないコツ、そして話の伝え方といった話し方が

上達する１０のコツが分りやすく紹介されていて、肩の力を抜いてリラ

ックスして学べる内容となっています。本文にある「話し方はスポーツ

と同じ。練習すればするだけ、上手になる」という言葉に励まされます。

著者は多治見市在住のフリーアナウンサー、北平純子さんです。

　　　　　　　　　　　
この春の図書館では「新社会人応援特集！」と題して、社会人として身につけておきたい

事柄を６つの項目に分けて展示を行いました。今月はその中の１つ、コミュニケーション

術について、社会人としてステップアップに役立つ、２冊をご紹介します。

　　　　　　　　　　　

人 生 を 変 え る 話 し 方 の 授 業　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　北平　純子　著　809.4/ ｷﾀ

　社会人にとって敬語は、会話の中で欠かすことができない大切なコミュニケーションツ

ールです。正しく使えているか見直してみるのはどうでしょうか？本書では、敬語を使っ

た会話例の場面を「接客」「上司・先輩」「司会・議事進行」「日常」「電話」といった５つ

のテーマに分けて紹介されていますが、どの場面でも普段

よく使われる会話例が載っているので、即実践して使うこ

とができます。間違った敬語の解説には、敬語の基本とな

る「尊敬語」と「謙譲語」の使い分けが丁寧に分りやすく

説明されています。とても勉強になる半面、自分の敬語の

誤用に気が付くと冷や汗もので敬語の難しさを改めて感じ

ます。敬語は「慣れるより慣れろ」とよく言われますが、

まずは正しい敬語を学ぶことから始めようと思われたらぜ

ひご利用ください。

                                                                                                  （ K.I )

　　　　　　　　　　　

敬 語 の レ ッ ス ン　　　　

　　　　　　　　　　　　　　  梅津　正樹　著　815.8/ ｳﾒ
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9月の行事予定カレンダー
１（土） 14:00 おはなし会（2 階）　 16（日）

２（日） 17（月）祝日開館日

３（月） 休館日 18（火）

４（火） 19（水）

５（水） 9:00 ブックスタート（保健センター） 20（木）休館日（館内整理日）　

６（木） 21（金）　

7（金） 22（土）14:00 おはなし会（2 階）　

８（土） 14:00 おはなし会（2 階）　 古文書相談会 23（日）

９（日） 24（月）休館日

10（月） 25（火）

11（火） 26（水）

12（水） 9:00 ブックスタート（保健センター） 27（木）11:00 お母さんと赤ちゃんのためのおはなし会（１階）

13（木） 11:00 お母さんと赤ちゃんのためのおはなし会（１階） 28（金）

14（金） 29（土）14:00 おはなし会（2 階）

15（土） 30（日）

手づくり絵本の会からお預かりした布絵本を館外にも貸

出ししています。大型の布絵本の他に、ゲームブック、

カルタなどもあり、子ども会でのイベントや地域でのお

はなし会で人気です。ご予約頂けばどなたでも借りる事

ができます。布絵本の種類や予約についてはカウンター、

又はお電話でお尋ねください。

 図書館サービスに関するコラム

大きなサイズの絵本や紙芝居も通常の本の貸出と同じよう

に借りる事ができます。大きなサイズの絵本はおはなし会

でも大人気。同じおはなしでも大きな絵本で読むと迫力が

違います。少々重いですが、ご自宅で読まれても楽しいで

すよ。大型絵本は２Ｆ絵本コーナーの他、地下書庫にも保

管されています。ご希望の方には大型絵本リストもお配り

していますので、どうぞご利用下さい。

「普通サイズの絵本」と「大型布絵本」

＜手づくり布絵本を貸し出しています＞

＜大型絵本・紙芝居も貸し出しています＞
115
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