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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！

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。）

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。

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。

第７３回読書週間（１０月２７日～１１月９日）
毎年恒例の読書週間が，１０月２７日（日）～１１月９日（土）の期間で実施されます。公益社団法人

読書運動推進協議会では，(1)国民すべてに読書をすすめる運動 (2)とくに青少年に読書をすすめる

運動 (3)読書グループの結成促進 (4)家庭文庫，地域文庫，職場文庫の充実，を４つのテーマとして

掲げ活動の充実に取り組んでいます。特にテーマ(1)では，「『秋・読書週間に，ぜひ一冊の本を』

が活動の原点です。『読書週間』は，読書の楽しさを伝え，すべての世代の人たちに本に親しむきっ

かけをつくっていただくためにあります」と読書週間の趣旨ついても述べています。

ちなみに，第７３回「読書週間」の標語は「おかえり，栞（しおり）の場所で待っているよ」に決まりました。作者の水口真

優子さんは，「日々の時間と環境は，時には私をおいていってしまうほど早く過ぎ去ってしまう時もあるけれど，ほっと開いた

本の世界は、私の帰りをまってから進んでくれる･･･一人暮らしをはじめて，昔以上に本が好きになりました」とコメントしてい

ました。町民のみなさまにおかれましては，読書週間を機に益々喜界町図書館をご利用くださるようお願いいたします。

城久遺跡から見た喜界島の歴史

城久遺跡は島の内陸部にあり，標高１００ｍほどの丘にある９～１５世紀の８つの遺跡の総称。

町教委などによると遺跡からは，９～１１世紀前半の中国で焼かれた越州窯系の青磁などが出土。

福岡県の太宰府などでも見つかるもので，奄美・沖縄と日本本土を結ぶ拠点だったことがうかが

えるという。

さらに，大型のひさしがついた掘立柱の建物跡が数多く発掘されたほか，奄美，琉球で広く見

つかる滑石製石鍋や陶器カムィヤキなどの生活道具なども大量に出土。集落は，１１世紀後半から

１２世紀後半に最盛期を迎え，琉球・奄美地域での交易圏の中心になっていたと見られる。文献

資料とあわせて，古代から中世にいたる南島社会をひもとく上で貴重な遺跡とされた。

平成２９年６月１７日付「朝日新聞」記事より抜粋

第１８回大島地区「ふれあい読書フェスタ」開催

○ テーマ

「図書館を核にまちづくり～夢あるまち＊未来づくり」

○ 日時 令和元年１１月９日（土）９：００～１２：００

○ 場所 喜界町自然休養村管理センター

○ 日程

１ 開会行事 ９：００～９：３０

２ 事例発表・実演 ９：３０～１０：００

・ 事例発表 喜界町図書館

・ 実演 読み聞かせボランティアグループ「ころころの会」

３ 講演 １０：１５～１１：５０

・ 演題 「あなたの夢 図書館でかなえませんか？」

～図書館は，地域の情報拠点です～

・ 講師 鳥取県立図書館 支援協力課長 小林隆志 氏

４ 閉会行事 １１：５０～１２：００

※ 喜界町では１３年ぶりの開催となります。当日は，多くの町民

のみなさまのご参加をお願いいたします。

図書館で ，いろいろな秋を満喫しよう！

喜界町図書館では，夏休み期間中海のレジャー

や自由研究等の特集を組んで本の展示を行ってき

ましたが，９月に入り「夜空を楽しもう！」や「スポー

ツの秋♡うんどうかい」など少しずつ秋の気配が感じ

られるような展示や設営に努めています。「食欲」

「スポーツ」「読書」など秋を形容する言葉は多々あ

りますが，町民の皆様におかれましては, 図書館に

足をお運びいただき，本を通していろいろな秋を満

喫していただければと思います。

～図書館からのお願い～

返却日が過ぎている本をお持ちの方は，

早めの返却をお願いします。



                                           

※　　　は、休館日です

・開館時間　午前10時～午後6時
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《おとなの本》

★『氷獄』海堂尊 著 KADOKAWA

新人弁護士・日高正義が初めて担当する事件は，手

術室での連続殺人「バチスタ・スキャンダル」だっ

た･･･。「チーム・バチスタの栄光」のその後を描い

た表題作を含む全４編を収録

★『烈風ただなか』あさのあつこ 著 KADOKAWA

石久藩の藩学で学友たちが惨殺され自裁した事件か

ら２年が経った。謎が全て明らかにならぬまま，信吾

は元服を迎え親友等もそれぞれの道に進もうとしてい

た。しかし，再び不穏な風が･･･。

★『詐欺師をはめろ』ﾃﾞｲﾌﾞｨｯﾄ・ﾊﾜｰﾄﾞ 著 早川書房

巧みな話術と複雑な仕組みを駆使して，銀行や不動

産業者から数百万ドルを騙し取る名うての詐欺師

「フィル」。彼を追う若きFBI捜査官が，駆け出しの

詐欺師に化けて近づき･･･。

★『老父よ，帰れ』久坂部羊 著 朝日新聞出版

★『旅する琉球・沖縄史』真栄平房昭 著 ﾎﾞｰﾀﾞｰｲﾝｸ

★『星を楽しむ星空写真の写しかた』

大野裕明・榎本司 著 誠文堂新光社

《こどもの本》

★『しゅくだいかけっこ』福田岩緒作・絵 ＰＨＰ研究所

運動会までに速く走れるようになりたい！クラスで一番

足が遅いゆうまは，むかし陸上選手だった町内のおじい

ちゃんに出会った。それから，運動会に向けてかけっこの

特訓が始まり･･･。

★『おばけとしょかん』斉藤洋作 森田みちよ絵 講談社

夜のとしょかんに行ったことはありますか？学校帰りに

ママに頼まれて，としょかんに本を返しにいった男の子。

新しいバスの図鑑を見ているうちに眠ってしまうと，おば

けバスの夢を見て･･･。夜のとしょかんの「おばけ」の話。

★『ちきゅう』

ﾃﾞｲﾋﾞｯﾄ･ﾘｯﾁﾌｨｰﾙﾄﾞ絵 ｽﾚｲｼｰ･ﾏｶﾅﾙﾃｨｰ原作 小学館

こんにちは！わたしは地球。初めまして，じゃないよね。

だって，みんなわたしの上に暮らしているんだから。地球

ができてから現在までのことを，地球本人がわかりやすく

語る宇宙科学絵本。

★『ちいさなひこうきのたび』みねおみつ作 福音館書店

★『ごみ育 日本一楽しいごみ分別の本』

滝沢秀一著 太田出版

８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。

10月


