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　　【　通算　第２８１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！

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。

aaaakai

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。）

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。

読 書 の 秋

「読書の秋」という言葉は，夏から秋にかけて日暮れが早まり夜が長く感じられるので読書を
するのにふさわしいという意味からきています。また，この言葉は，中国の唐代の文化人である

韓愈（かんゆ）が残した詩の中の「灯火親しむ」という文に由来しているといわれ，「秋になる

と涼しさが気持ちよく感じられ，灯りになじむようになる」という意味を持つそうです。つまり，秋は

読書に適した季節であるという表現からこれが読書の秋の由来だと言われています。

芥川賞作家の平野啓一郎氏は著書「本の読み方」の中で，「本当の読書は，単に表面的な

知識で表面を飾りたてるのではなく，内面から人を変え，思慮深さと賢明さをもたらし，人間性に

深みを与えるものである。そして何よりも，ゆっくり時間をかけさえすれば，読書は楽しい」と述

べています。町民の皆様も，時には秋の夜長をゆったりと読書をしながら過ごしてみてはいかがでしょう。

クリスマスおはなし会

期日：１２月７日（土）
時間：１４：００～１５：３０

場所：喜界町図書館２階

★ 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

ぬいぐるみおとまり会

「活字ばなれ」と言われる子どもたちに，ぬいぐ

るみが図書館で宿泊するという疑似体験をさせ

ることで，図書館をより身近に感じてもらうイベ

ントです。

○期日：令和元年１２月７日（土）

○場所：喜界町図書館内
○対象者：３歳～小学３年生

○参加費：無料

○定員：先着２０名

○申込み期間：１１月２３日（土）より開

始

大島地区「ふれあい読書フェスタ」開催

日時：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

主な内容

(1) 事例発表 喜界町図書館

(2) 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 「あなたの夢 図書館でかなえてみませんか？」

講師 鳥取県立図書館 小林隆志氏

「図書館講座in喜界島」開催

主催 県立奄美図書館

日時 １１月１０日（日） ９：４５～１２：０５

場所 喜界町図書館２階

定員 ２０人程度（高校生以上の方）

申込み先 県立奄美図書館（ＦＡＸ，Ｅ-ｍａｉｌ，電話）

内容

「読み聞かせの大切さ」「読み聞かせの基本」

※ お家の人やお友達と一緒にご来館ください。

お待ちしています。



                                           

※　　　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 絵本

堂場　瞬一 /著 絵本 週刊文春　８/２９号決断の刻
パオちゃんのたのしいおふろ

おかあさんのパンツ　３
1 1氷獄 海堂　尊 /著 クロワッサン　７/２５号

来館者数 令和元年度合計
1 2

絵本

（２４日） 1,075

土

7,136

９月統計
貸出冊数 令和元年度合計

4,802 24,568

こぐまちゃんありがとう

《毎週月曜日・第１木曜日(祝日の時は翌日)》

10/31
木 金

ブックス
タートおは

なし会

おはなし
会

夏の騎士
ライフ
烈風ただなか

2
小野寺　史宜 /著
あさのあつこ /著

百田　尚樹 /著

10/27 10/28 10/29 10/30
日 月 火 水

休館日

10 11 12 13 14

22 23

8 9

資料
休館日

休館日(ふ

れあい読書
フェスタ)

3 4 5 6 7

祝日開館日
（文化の日振替）

yuしゅくしゅ
休館日

子育て支
援来館

おはなし
会

29 30

休館日

24 25 26 27 28

おはなし
会

のりものつみき

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）

おはなし
会

ゆうゆう　７・８月号自然科学

絵本

17 18 19 20 21

15 16

図書館講座
in喜界島

休館日
団体貸出
(各幼・各保・て
くてく・子支援・
早小学童）

読み物 文藝春秋　３・７・８月号おばけうんどうかい
2

2
昆虫の王者カブトムシ

《おとなの本》

★『百舌落とし』逢坂剛 著 集英社

元議員が殺され，元警察官の大杉と公安の倉木美希

は調査を開始する。謎と伝説に包まれた“殺し屋百

舌”とは？真の黒幕が姿を現したとき，驚愕の真実

が･･･。

★『落花狼藉』朝井まかて 著 双葉社

江戸時代初期，葦の生い茂るへんぴな場所に徳川幕

府公認の傾城町，吉原が誕生した。遊女屋の女将・花

仍は傾城商いの酷と華に惑い，翻弄されながらも，や

がて町の大事業に乗り出す。

★『これで安心！働きながら介護する』

川上由里子 著 技術評論社

仕事と介護の両立を目指す人に向け，制度やサービ

スの上手な利用法から，住まいの整え方・選び方など

介護の先輩たちの工夫とアイデアが満載。

★『震える天秤』染井為人 著 KADOKAWA

★『プラスチックの現実と未来へのアイデア』

高田秀重 監修 東京書籍

★『はじめての今さら聞けないＷi-Ｆi』

小出愁太郎 著 秀和システム

《こどもの本》

★『ゾンビのホラーちゃん１』バルバラ・カンティーニ作

安野亜矢子訳 文化学園文化出版局

ホラーちゃんはゾンビの女の子。体がまっ白な猟犬メラ

ンコリーと仲よしです。村の子どもたちといっしょに遊び

たいけど，みんなを恐がらせてしまったら大変！悩むホ

ラーちゃんに「ハロウィン」というチャンスが訪れ･･･。

★『こども六法』山崎聡一郎 著 弘文堂

法律はみんなを守るためにある。知っていれば大人に悩

みを伝えて解決してもらうのに役立つよ。いじめ，虐待に

悩んでいるきみへ，楯となる法律について，イラストや

やわらかい言葉で解説する。

★『くだものたちのないしょだよ』長谷川かこ作 WAVE出版

黄色くてすべすべのバナナ。冷えると黒くなるって知っ

てた？みかん，バナナ，キウイ･･･。くだものがないしょ

の話を教えてくれる。どんなないしょかな？

★『空飛ぶくじら部』石川宏千花著 ＰＨＰ研究所

★『おしりたんてい ラッキーキャットはだれのてに』

トロルさく・え ポプラ社

９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。

１１月


