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　　【　通算　第２７９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）

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！

敬老の日に寄せて！「読書時間が長いほど長生きをする」

アメリカのイエール大学の研究チームは，読書と寿命の関係を調べる研究を行い，読書時間

が長いほど長生きをするという結果を得ました。その理由として「本を読むと，自分の知らない

世界や過去についての知識や見聞が広がります。また，登場人物に共感することによって，いろ

いろな感情が呼びさまされるでしょう。これらのすべてが，脳に刺激をもたらすと考えられてい

ます。さらに現実から離れ本に没頭することは，脳のよい気分転換にもなることでしょう。その

結果，たとえ体を動かさなくても認知機能を高める効果を生み出し，体によい影響を与えるのだ

と思います」と述べています。

喜界町においては，各集落で高齢者の方々が中心となって諸行事や学習会等に積極的に参加しています。今後とも，こ

うした活動に読書を加えることで，益々健康で心豊かな毎日を送ってほしいと思います。

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。
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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。

「うもーり図書館」（映画鑑賞会）

９月１０日（火）～９月１３日（金）

※ 映画の内容は当日のお楽しみ！

１日２回上映（無料）

① １１：００～ ② １４：３０～

都合のよい時間にごらんください。

第１６１回 芥川賞・直木賞

芥川賞 「むらさきスカートの女」 （著） 今村夏子

直木賞 「渦 妹背山婦女庭訓 魂結び」

（著） 大島真寿美

一日図書館長を体験して！

夏休みの土・日曜日に，小学生５人が「一日図書

館長」の体験をしました。館長より一日館長の任命

書を受け取ったあと，本の配架や貸出・返却などの

仕事を一生懸命頑張っていました。そして最後に，

自分が生まれた日の新聞記事をコピーしてもらいと

ても嬉しそうでした。

《一日図書館長の感想から》

・ふだん図書館でできないことができて楽しかった

です。本をたなになおす作業は，はじめ難しかった

けどなれたら早くできるようになりました。

・行く時からバーコードがしたいと思っていたので，

返却と貸出が特に楽しかったです。

・本を直す時は，番号やアイウエオ順にならべない

といけなかったのでとてもむずかしかったです。

・いっぱい知らないことが分かったので勉強になりま

した。これからも図書館のことを調べてみたいです。

「図書館クイズにチャレンジしよう」開催
８月１１日（日）に行われた「図書館クイズにチャレ

ンジしよう」には，１０名の小学生のエントリーがあり

ました。クイズの問題は，低学年と高学年に分けてそれ

ぞれ１０問ずつが出題されました。喜界町夏祭りと重な

り参加者はやや少なかったものの，早速書棚にある本や

図鑑で調べたりして一生懸命問題にチャレンジしていま

した。結果，１０名全員が全問正解で図書館特製のいろ

いろなイラストが描かれた｛栞（しおり）」を手にして

とても嬉しそうでした。

島遊びとは？

旧暦の８月，９月は島遊びの季節である。遊びとは

喜び祝うことである。新米の取り入れを無事に終わっ

た収穫感謝の祭りと来年の豊作を祈る行事である。遊

びを始める前に神官によって氏神の前で神事が行われ，

村役とその他の人々が参加する。神事が終わると参加

した人で神さまに供えたお神酒と赤飯をいただく。遊

びの順序は，八月踊り，奉納相撲，八月踊りときて六

調踊りでお開きとなるのが一般的である。

「喜界町誌」より抜粋



                                           

※　　　は、休館日です

・開館時間　午前10時～午後6時

冊 冊

名 名

一般書 児童書 雑誌
1 読み物

堂場　瞬一 /著 自然科学 ＮＨＫきょうの料理　６月号動乱の刑事
かいけつゾロリたべるぜ！

アロサウルス
旅は道づれきりきり舞い 諸田　玲子 /著 すてきにハンドメイド　４月号

来館者数 令和元年度合計
6 7

絵本

（２５日） 1,261

土

4,560

７月統計
貸出冊数 令和元年度合計

3,615 16,058

開館日数

NEWウォーリーのふしぎなたび

《毎週月曜日・第１木曜日(祝日の時は翌日)》

5
木 金

婦人公論　6/11号

ブックス
タートお
はなし会

おはなし
会

資料
休館日

人間失格（改版）
笑え，シャイロック

炎天夢

1
中山　七里 /著

今野　敏 /著

太宰　治 /著

1 2 3 4
日 月 火 水

休館日

15 16 17 18 19

27 28

13 14

団体貸出
(各幼・各保・てく
てく・子支援・
早小学童）

おはなし
会

8 9 10 11 12

休館日

子育て支
援来館

おはなし
会

10/4 10/5

休館日

29 30 10/1 10/2 10/3

資料
休館日

ブックス
タートお
はなし会

おはなし
会

ちか100かいだてのいえ

祝日開館日
(秋分の日) 休館日

おはなし
会

特選街　７月号
婦人画報　７月号

読み物
絵本

22 23 24 25 26

20 21

祝日開館日
(敬老の日) 休館日

移動図書
（早町小学校
１～３年）

移動図書
（早町小学校
４～６年）

読み物
2

週刊文春　7/11号おしりたんていシリーズ
3

1
オリンピックのおばけずかん

《おとなの本》

★『希望の糸』東野圭吾 著 講談社

死んだ人のことなんか知らない。あたしは，誰かの

代わりに生まれてきたんじゃない。ある殺人事件で絡

み合う，容疑者そして若き刑事の苦悩。

★『島津四神伝』片山洋一 著 朝日新聞出版

時は戦国末期。鎌倉以来より薩摩・大隅・日向の３

州を納めてきた島津家は，大友氏や龍造寺氏などを撃

破し九州全土を席巻するまでに至り，豊臣秀吉と対峙

することになった。

★『店長がバカすぎて』早見和真 著 角川春樹事務所

谷原京子，契約社員，時給９９８円。店長が，小説

家が，弊社の社長が，営業がバカすぎて「マジ辞めて

やる！」でも，でも･･･。本を愛する書店員の物語。

★『クジラアタマの王様』伊坂幸太郎 著 ＮＨＫ出版

★『へぼ侍』坂上泉 著 文藝春秋

★『琉球王朝崩壊の目撃者喜舎場朝賢』

山口英鉄 著 芙蓉書房出版

★『図解知識ゼロからの現代農業入門』

八木宏典 監修 家の光協会

《こどもの本》

★『月と珊瑚』上條さなえ 著 講談社

勉強ができない沖縄の少女・珊瑚のクラスに，「ベルサ

イユのばら」のオスカルみたいな転校生・月（るな）が

やってきた。珊瑚の日記を通して，沖縄の「今」を生きる

少女達の日常を描く。

★『あやしい植物図鑑』菅原久夫監修 ダイヤモンド社ﾞ

ライオンに勝つライオンゴロシ，７年かけてくさい花を

咲かすスマトラオオコンニャク，虫が多いほど辛くなるト

ウガラシ･･･。この世にあふれる，あやしい植物９６種を

イラストで紹介する。

★『あいうえオリンピック』

平澤一平絵 中川ひろたか文 くもん出版

２０２０年東京オリンピックの３３競技が登場！オリン

ピックのスポーツやできごとを，あいうえお順に紹介する。

スポーツが楽しくなる絵本。

★『チコちゃんに叱られる ごちそうさまってなに？』

オオシカケンイチ絵 海老克哉文 文溪堂

★『おかあさん ちいさないえでのものがたり』

塚本やすし作・絵 冨山房インターナショナル

7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。

９月


