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 ２０１９（令和元）年５月１日発行

     【　通算　第2７５号　】 ブックスタート

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！

＝ 入賞おめでとう！！ 読書マラソン表彰 １００冊以上は８１名 ＝
風薫るさわやかな季節となりました。図書館の周りでも草花が咲き誇り鳥たちのさえずりが聞こえてきます。

さて，平成３０年度喜界町図書館主催の読書マラソンが３月３１日で終了しました。その結果を受けて，１００冊以上

の多読者への表彰を４月１０日から図書館来館時に随時行っています。今回の１００冊以上の入賞者は，幼児１７名，小

学生２１名，中・高生１名，一般４２名の計８１名でした。

「生活の中に図書館を！普段から楽しんで読書に親しんでほしい」という趣旨のもとで実施した読書マラソンは，登録

者全員を対象として昨年４月１日から今年３月３１日までの１年間の貸出冊数を集計した結果，幼児の最高多読者が３８

１冊，小学生が８６２冊，中・高生が１３１冊，一般が７８７冊でした。また，図書館の総貸出冊数も５５，９２６冊で

年々増えていることから，町民の皆様の読書に対する興味関心が高まってきていると考えられます。今後も，町民の皆様

の要望に応えられるよう図書館の充実を図っていきたいと思いますので，多くの皆様のご利用をお願いいたします。

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。
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『端午（たんご）の節句』 ～兄と読む 一つ絵本や 端午の日～高田風人子

５月５日の端午の節句は，男の子の成長としあわせを願い祝う行事です。空に鯉のぼりを泳が

せ，家の中には武者人形などを飾って，ちまきや柏もちなどをいただきます。１９４８年に「子

どもの日」として定められ，「子どもの人格を重んじ，子どもの幸福をはかる」国民の祝日とな

りました。

また，喜界町誌によると端午の節句の昔の風習として「家屋や畜舎の軒の四隅，井戸等にも

ショウブとヨモギ（フツ）をさし，床の間，先祖棚，墓等にもショウブを活ける。ハサームッ

チーやヤチムッチーを作って先祖に供え，家族で食べ，近親者にも贈答した。夜は，ショウブ湯

をたてた。ショウブやヨモギは悪鬼を払う力があると信じられている。」と記されています。

２０１９年 本屋大賞は、

『そして、バトンは渡された』

瀬尾まいこ 著 文藝春秋

◎本館にも所蔵しています。

２０１９年 本屋大賞ﾉﾐﾈｰﾄ作品も図書館にあります。

ぜひ、読んでみてください！（２位以下は次の通り）

『ひと』 小野寺史宜 著 祥伝社

『ベルリンは晴れているか』深緑野分 著 筑摩書房

『熱帯』 森見登美彦 著 文藝春秋

『ある男』 平野啓一郎 著 文藝春秋

『さざなみのよる』 木皿泉 著 河出書房新社

『愛なき世界』 三浦しをん 著 中央公論新社

『ひとつむぎの手』 知念実希人 著 新潮社

『火のないところに煙は』 芦沢央 著 新潮社

『フーガはユーガ』 伊坂幸太郎 著 実業之日本社

平成3１（令和元）年度読書マラソン開始

期間：平成３１年４月１日～令和２年３月３１日

対象者：図書カードを持っている方全員参加とします。

【特典】
１００，２００と冊数が増えるごとに貸出冊数が１冊

ずつ増えます。

１００冊以上読んだ方・・・・・１１冊

２００冊以上読んだ方・・・・・１２冊

３００冊以上読んだ方・・・・・１３冊借りられます

新しく喜界島へ来られたみなさまへ！

喜界町図書館では，6万冊余りの蔵書を準備してみなさま

をお待ちしていますので，どうぞお気軽にご来館ください.。

※ 貸出期間は15日間でお一人様１０冊まで借りることがで

きます。また，仕事や旅行等で一時滞在の方も借りることが

できます。（その際は身分証が必要となります）



                                           

※　　　は、休館日です

・開館時間　午前10時～午後6時
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1 絵本

葉室　麟 /著 自然科学

週刊文春　２/２８号
Ｎｅｗｔｏｎ　２月号あおなり道場始末

そらの１００かいだてのいえ
ワクワク！かわいい！自由研究大じてん

1 1ジーブスの事件簿 D･Bｳｯﾄﾞﾊｳｽ /著

《こどもの本》

★『小説映画となりの怪物くん』 松田朱夏著 ろびこ

原作 講談社

友達も恋人もいない高校１年生の雫は，入学式以来

一度も学校に来ない隣の席の春にプリントを届けに行く

と，突然告白され･･･。超問題児×冷血女子の恋愛＆友情

を描く。

★『かがやけ！虹の架け橋』漆原智良著 アリス社

東日本大震災で，わが子３人を失った夫妻。生きる

望みを失いかけたふたりを支えたのは，木工遊具「虹の

架け橋」の製作だった。

★『おにぎりにはいりたいやつよっといで』

岡田よしたか著 佼成出版社

お皿の上にいたおにぎりたちは具になってくれる食材

を求め，旅に出ることにしました。海で食材は見つかり

ませんでしたが，町の商店街でサケの切り身と梅干し

が･･･。

★『寄生虫のサバイバル１・２』

ゴムドリco．文 韓賢東絵 朝日新聞出版

★『みいちゃん，どこまではやくはしれるの？』

《おとなの本》

★『Ｍ＆Ａ神アドバイザーズ』

山本貴之 著 エネルギーフォーラム

ガス会社の介護サービス子会社の譲渡，遠隔地のガ

ス会社への資本参加，フィリピン発電会社への資本参

加･･･。６つのＭ＆Ａ案件を描いた，事業再生のすべ

てがわかるエンタメ企業小説。

★『てらこや青義堂』今村翔吾 著 小学館

将軍暗殺を企てる忍びの一団が動き出した。かつて

凄腕の公儀隠密だった寺子屋の師匠・十蔵は，危険が

及ばぬよう離縁した妻の身を案じ妻の里へ。筆子たち

は，忍びの教本をたよりに師匠を救う冒険に旅立つ。

★『ブラック・クランズマン』

ﾛﾝ･ｽﾄｰﾙﾜｰｽ著 ﾊﾞﾙｺｴﾝﾀﾃｲﾒﾝﾄ事業部

ＫＫＫ（白人至上主義団体）の扇動的な人種差別広

告に白人男性のふりをして手紙を出すと，ＫＫＫから

電話がかかってきた。黒人刑事がＫＫＫに潜入捜査す

る大胆不敵な実話。

★『人工知能』幸田真音 著 ＰＨＰ研究所

★『おっさんたちの黄昏商店街』池永陽 著 潮出版社

★『九州・奄美・沖縄の両生爬虫類』

九州両生爬虫類研究会編 東海大学出版部

３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

５月

本い
し

らた
あ

★ 5月2日（第１木曜日）は連休中

により開館いたします。


