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図書館からの プレゼント!
（コットンバッグ・絵本）

赤ちゃんと保護者が，絵本を介して一時の

心の触れ合いをつかむ，きっかけづくりのお

手伝いをしています。
★（受け取りは0歳児のみ。ブックスタートの文書が届

いたのち，図書館にご来館ください。）

喜界町

図書館だより

おしらせ 本は期間内に返却しましょう！

第６１回「こどもの読書週間」（４／２３～５／１２）
さて，今年も「こどもの読書週間」が４月２３日から全国一斉に始まります。「こどもの読書週間」は『子どもたちに

もっと本を，子どもたちにもっと本を読む場所を」という趣旨のもと１９５９年に始まったそうです。

読書推進協議会の平林彰副会長は，読書について「一冊の本を通して，自分とは異なる他者の考えを知り，共感したり

反発したりしながら，自らの考えを刷新させていく。あるいは，未知の領域へと自らの足を踏み入れ，視野を広げる。そ

の繰り返しによって培われた伸びやかな発想力や創造力は，現実社会においても発揮されるはずです。」と述べています。

特に，子どもたちにとって本との出会いは早ければ早いほど良いといわれ，読書によって子どもたちの未来が大きく広

がっていくものと思われます。

ちなみに，今回の読書週間の標語は「ドは読書のド♪」ということで，本年度も多くの子どもたちに本図書館に来館し

ていただき，心の中に音楽が聞こえるような楽しい本とたくさん出会ってほしいと思います。併せて，本年度も多くの町

民のみなさまに本図書館を利用していただきますようお願い申し上げます。
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募集中 ！
読み聞かせボランティアを募集しています。

興味のある方は，図書館へ連絡ください。

こどもの日おはなし会

平成３１年５月４日（土）
時間：１４：００～１６：００

図書館で「おはなし会」に参加してみませんか！

喜界町図書館では，子ど

もたちに早い時期から本に親

しみ，読書の喜びや楽しさを

知ってほしいという思いから

右のようなおはなし会や行

事イベントを開催しています。

本年度も多くの子どもたちの

参加をお待ちしています。

定例「おはなし会」

・期日：毎週土曜日

・時間：14:00から約40分程度

・内容：絵本の読み聞かせ，紙芝居

ミニ映画等

・対象：幼児，小学生

ブックスタートおはなし会

・期日：毎月第１金曜日

・時間：11:00から約30分程度

・内容：絵本の読み聞かせ，手遊び

その他

・対象：未就学児

★ 楽しいイベント盛りだくさん，お楽しみに！

★ アニメ映画上映など

※ お家の人やお友だちといっしょにご来館ください。

お待ちしています。 古本市の開催について
● 購読雑誌のバックナンバーや廃棄済み図

書な ど多くの古本を準備。一人何冊でも購

入できます。一冊２０円または無料です。

・期日：４月２０日（土）・２１日（日）の２日間

・時間：１０：００～１８：００ ・場所：図書館１階

読書スタンプ・ラリーがスタート！

●おはなし会や行事イベントに参加してスタンプをもらおう。

●スタンプ・カードは，カウンターでもらえます。

●参加対象：子どもであればだれでもＯＫ！

●１０ポイントたまるごとに貸出冊数が１冊増えます。

「祝日開館日」もご利用くださ

喜界町図書館の休館日は，毎週月曜日と月の第１木曜日（資料

整理休館）と設定していますが，町民の皆様からの要望もあり，昨

年９月から休館日と祝日が重なるときは休館日（月曜日，第１木曜

日）を開館日とし，翌日（火曜日，金曜日）を休館日としています。

町民のみなさまには，祝日開館日も大いに利用してくださるようお

願いいたします。



                                           

※　　　は、休館日です

・開館時間　午前10時～午後6時
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昨日がなければ明日もない

十二人の死にたい子どもたち

１４歳、明日の時間割

花になるらん

冲方　丁 /著
鈴木　るりか /著
玉岡　かおる /著
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《こどもの本》

★『怪談５分間の恐怖 うしろを歩く者』

中村まさみ 著 金の星社

日本全国で怪談を語る人気怪談師の著者が直接見聞きした

話をまとめた怪談短編集。「ホワイト・レディ」「不思議

なビスケット」「悲劇の運送会社」など３５編を収録。

★『よわむしトトといのちの石』

如月かずさ作 田中大六絵 講談社

アフリカゾウの子ども・トトは，具合が悪くなったお母

さんのため，群れを抜け出し，「いのちの石」を探しに行

くことに･･･。「アフリカゾウのまめちしき」も収録。

★『おしえておしえてねむりかた』

クリストファー・ウエイント絵 アナ・カン文 文芸社

明日は楽しみにしているヨットレース。でも，ケロケロ

は眠れません。もし，眠れなかったら，明日,困ったこと

になるのに･･･。眠るために何かいいアイデアはない？

★『くらしの中のトイレの歴史』しおうらしんたろう作・

絵 ポトス出版

★『はたけのにゃーこ』織茂恭子 作・絵 童心社

★『えらんで！』のぶみ作 KADOKAWA

《おとなの本》

★『歌舞伎町ゲノム』誉田哲也 著 中央公論新社

法では裁けない非道，そして現代の卑しき心の病魔

を始末する。それが，伝説の歌舞伎町セブン。新メン

バーが加入した彼らの元に舞い込む依頼とは？

★『忠義に死す 島津豊久』近衛龍春 著 KADOKAWA

関ヶ原の戦いで退路を断たれた，絶対絶命の窮地に

あった島津勢。もはや敵陣突破のみが最後の手段と

なった時，その先鋒に立ったのは。後に島津を救った

男として語られる島津豊久の知られざる半生。

★『こどもにスマホをもたせたら』

デボラ・ハイトナー 著 ＮＴＴ出版

ＳＮＳ，ゲーム，YouTube･･･うちの子はスマホで何

をやっているの？デジタル時代の子育てに悩む親たち

に向けて，ネットやデバイス等のトピックを取り上げ

ながらこどもと対話していくためのヒントを提供する。

★『永田町小町バトル』西條奈加 著 実業之日本社

★『逃げろ，手志朗』吉森大祐 著 講談社

★『現代観光学 ツーリズムから「いま」がみえる』

遠藤英樹 橋本和也 編著 新曜社

２月の貸出ベストリーダー３

図書館２階で

毎週土曜日 午後2時～2時40分
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★ 今月の特別おはなし会は

４月２７（土）です。お楽しみ


