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     【　通算　第2７８　】 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）

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！

「たなばたおはなし会」開催
７月６日（土）に恒例の「たなばたおはなし会」を開催し，親子で５０名近い参加者がありま

した。おはなし会では，図書館職員による手遊びや絵本の読み聞かせ，紙芝居，たなばたに関

するアニメ映画の上映等があり，みんな楽しそうに過ごしていました。

また，たなばたの日の十日ほど前から図書館内に飾りつけを行い，子どもたちを中心に多くの

人が願いごとを短冊に書いて飾ってくれました。短冊には，「足がはやくなって学年で１ばんに

なりたい」「しょうぼうしになりたい」「ほんやさんになりたい」「おかあさんにげんきな赤ちゃ

んが生まれますように」などの願いごとが書かれていました。図書館に飾ったすべての願いごと

がかなうことを心から願っています。

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。

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。）

本は期間内に返却しましょう！

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。
本は期間内に返却しましょう！

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。

「太平洋戦争と喜界島」 ～語り継ぐ 戦争の記憶～
８月１５日に７４回目の終戦記念日を迎えます。喜界島の特攻機と戦争被害について喜界町誌に

は「沖縄方面へ出撃する特攻機は，夕方に九州本土の基地から飛来し，喜界島で一晩待機して

翌朝出撃していた。敵は，それを察知したのか夕方まで喜界上空を警戒したり，夜間に来襲し飛

行場上空に照明弾を投下し，時限爆弾を投下することもあったという。喜界島が戦争で被った損

害は，総戸数３９３１戸のうち，その約半数の１９１０戸が消失又は倒壊し，島民の爆死は１１９人，

負傷者は３０人に及んだ」と記されています。また，別の資料によると「昭和２０年１月より１０６日，

延べ７１８機の敵機が飛来した。特に３月から７月までは，『定期便』といわれるほど激しい空襲

が続いた」ともあります。これだけの被害を受けながら，喜界島の戦争被害についてはあまり知

られていません。人の命を奪い，人の心を壊す戦争の怖さを，私達は後生に語り継いでいかな

ければならないと思います。

２０１９ 上半期ベストセラー

（日販調べ）

１ 一切なりゆき 樹木希林のことば

樹木希林 著

２ 新・人間革命（３０・下） 池田大作 著

３ 樹木希林 １２０の遺言 樹木希林 著

４ 医者が考案した「長生きみそ汁」

小林弘幸 著

５ 日本国記 百田尚樹 著

６ おしりたんてい かいとうとねらわれた

はなよめ トロル 著

７ メモの魔力 前田裕二 著

８ 妻のトリセツ 黒川伊保子 著

９ ゼロトレ 石村友見 著

10  青銅の法 大川隆法 著

図書館クイズにチャレンジしよう！

日時：８月１１日（日）１０：００～１６：３０

場所：喜界町図書館

※小学生ならだれでも参

加できます。

進んでいますか?「自由研究」

夏休みも１０日余りが過ぎました。小中学生のみさなん，

「自由研究」は進んでいますか？。喜界町図書館では，「今

年の夏休みの自由研究は？」というテーマで自由研究関連の

図書を展示しています。テーマ設定や調べ方、まとめ方等で悩

んでいる人は，ぜひ喜界町図書館に足をお運びください。もし

かしたら，みなさんの役に立つ本に出会えるかもしれません。



                                           

※　　　は、休館日です

・開館時間　午前10時～午後6時
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《おとなの本》

★『ノーサイド・ゲーム』池井戸潤 著 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社

大手自動車メーカーのエリート社員・君嶋は工場の

総務部長に左遷され，ラグビー部のゼネラルマネー

ジャーを兼務することに。ラグビーの知識も経験もな

い君嶋が，お荷物社会人ラグビーチームの再建に挑む。

★『待ち遠しい』柴崎友香 著 毎日新聞出版

住み心地のいい離れの一軒家で一人暮らしを続ける

３９歳の春子。母屋に越してきた６３歳のゆかりと，

裏手の家に暮らす新婚２５歳の沙希と出会い，「ご近

所付き合い」が始まるが･･･。

★『小さな会社のＰＲ作戦』下矢一良 著 同文館出版

創業時の苦労，開発秘話，事業継承･･･。中小企業

こそ，マスコミが好むネタの宝庫！元報道番組ディレ

クターが，無名の会社でも，特徴のない商品でも，メ

ディアが飛びつく３つのストーリー戦略を教える。

★『宇賀島水軍伝』乾浩 著 郁朋社

★『炎天夢』今野敏 著 角川春樹事務所

★『「心の病気」がきちんとわかる本 』

齋藤英二 監修 西東社

《こどもの本》

★『名もなき花たちと』小手鞠るい 著 原書房

肌や目の色が違うから，敵国の子だからー。敗戦後の日

本で見捨てられた「混血孤児」たちと，その母となる道を

選んだ澤田美喜。差別と戦い，懸命に生きた二千人の「家

族の物語」。

★『オニのサラリーマン じごくの盆休み』

大島妙子絵 富安陽子文 福音館書店

赤鬼のオニガワラ・ケンは，地獄カンパニーのサラリー

マン。お盆になり，亡者たちが里帰りしてからっぽになっ

た地獄では，年に一度の大掃除をします。

★『海の生きものつかまえたらどうする？』

杉本幹文 松橋利光写真 偕成社

フナムシ，マダコ，ミズクラゲ･･･。磯の岩場や潮だま

りなど海にすむ生きもののつかまえかた，持ち帰りかた，

飼いかた，観察のポイントなどをわかりやすく解説。

★『そうめんソータロー』岡田よしたか作・絵 ポプラ社

★『どっちからよんでも』高畠純絵 本村亜美文 絵本館

★『ファーブル先生の昆虫教室 ３』

奥本大三郎文 やましたこうへい絵 ポプラ社

６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

本い
し

らた
あ

★おともだちどうし，おさそい合わせ

のうえ，お気軽にご参加ください。

８月


