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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！

第６２回「こどもの読書週間」（４／２３～５／１２）
今年も「こどもの読書週間」が４月２３日から全国一斉に始まります。「こどもの読書週間」は『子どもたちにもっと

本を，子どもたちにもっと本を読む場所を」という趣旨のもと１９５９年に始まったそうです。ちなみに，今年の標語は

「出会えたね。とびっきりの一冊に!」に決まりました。

子どもの読書活動の推進に関する法律の第２条基本理念に「子どもの読書活動は，子どもが言葉を学び，感性を磨き，

表現力を高め，創造性を豊かなものにし，人生をより深く生きる力を身につけていく上で欠くことのできないものであ

る」と記されています。すべてのこどもが，あらゆる機会にあらゆる場所で自主的に読書活動を行うことができるよう，

家庭，学校，地域，図書館が連携してこどもの読書環境の整備に取り組んでいけたらと思います。

町民の皆様におかれましては，本年度も昨年度以上に喜界町図書館を利用していただきますようお願い申し上げます。

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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こどもの日おはなし会

令和２年５月2日（土）
時間：１４：００～１５：３０

展示企画「科学道100冊 ジュニア」展 開催

★ 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

※ お家の人やお友だちといっしょにご来館ください。

お待ちしています。

読書スタンプ・ラリーがスタート！

●おはなし会や行事イベントに参加してスタンプをもらおう。

●スタンプ・カードは，カウンターでもらえます。

●参加対象：幼児，小学生（３年生まで）

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

のお越しをお待ちしています。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，仕事や帰省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）

喜界町図書館では，２月８日（土）から３月３１日（火）まで展示企画ひろがる未来!! 

「科学道１００冊 ジュニア」展を開催しました。これは，書籍を通じて科学者の生き方・

考え方や科学の面白さ・素晴らしさを届けるイベントで，子どもたちがワクワクしながら科

学に親しめる本を１００冊展示し，貸出を行いました。

また，２月２３日（日）には，関連企画として喜界島サンゴ礁科学研究所との共催で，

「キカイジマのさんごについて」の発表会を行い，５０名余りの参加者がありました。発表

会では，サンゴ塾生２名（高校生）とこども研究員７名（小中学生）による，喜界島のサン

ゴ礁や海の生きものについての研究発表があり，喜界島のよさについて再発見するよい機会

となりました。

そして，発表会の終わりには，図書館職員がデザインした記念の缶バッジが子ども全員に

プレゼントされ，みんなとても嬉しそうでした。

「おはなし会」のご案内！

定例「おはなし会」
・期日：毎週土曜日

・時間：１４：００から約４０分程度

・内容：絵本の読み聞かせ、紙芝居，ミニ映画等

・対象：幼児，小学生

「ブックスタートおはなし会」
・期日：毎月第１金曜日

・時間：１１：００から約１５分程度

・内容：絵本の読み聞かせ，手遊び，その他

・対象：乳幼児



                                           

※　　　は、休館日です

・開館時間　午前10時～午後6時
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資料
休館日

一般書 児童書 雑誌
1 読み物

建倉　圭介 /著 読み物
文藝春秋　１月号

週刊文春　１/３０号　蟻たちの矜恃
おしりたんていシリーズ
恐竜キングダム　５

1 1ＧＡＰ 佐野　晶 /著

《こどもの本》

★『県知事は小学生？』

濱野京子作 橋はしこ絵 ＰＨＰ研究所

悪徳知事がぼくの体に入ってきた!？航空事故に巻き込

まれた県知事と小学生の２人は、奇妙な二人三脚生活を始

めることになり･･･。県政は？小学校生活は？

★『くまのテセウス』

かねこあつし かねこやすこ作 ﾊﾟｲｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

テセウスは，持ち主に捨てられたくまのぬいぐるみ。ボ

ロボロになったからだを新しい部品に交換することで自信

をつけ，持ち主に会いに行くことを決意するが･･･。

★『いちにちうんち』

かわしまななえ絵 ふくべあきひろ作 ＰＨＰ研究所

うんちって，きたなくてくさいのに，なぜか気になっ

ちゃう。よし，１日だけ，動物のうんちになってみよう!

ゾウ，ライオン，ハト･･･どんなうんちかな。

★『しば犬こたのしっぽっぽ』影山直美作 神宮館

★『空色のゆりかご』いもとようこ絵 安房直子作 金の星社

★『めくって発見!えほん からだのしくみ』永岡書店

《おとなの本》

★『ＯＪＯＧＩＷＡ』藤崎翔 著 ポプラ社

ネットで知り合い，練炭による自殺を画策する４人

の男女。車内で炭に火がつけられた時，彼らは銃撃事

件を目撃する。被害者の側に大量の札束が転がってい

るのを見た瞬間，邪な気持ちが芽生え･･･。

★『太平洋食堂』柳広司 著 小学館

明治３７年，紀州・新宮に洋食屋「太平洋食堂」が

開店した。店の主人は地元で慕われていた医師・大石

誠之介。常に貧しき人の側に立って行動する誠之介は，

国家から監視されるようになり･･･。

★『脱プラスチックへの挑戦』

堅達京子 NHK BS１ｽﾍﾟｼｬﾙ取材班 著 山と渓谷社

なぜ世界は脱プラスチックに積極的なのか。日本企

業の動きは？持続可能な地球と世界のビジネスの潮流

を，数々の貴重な証言や驚きの事実と共に伝える。

★『平蔵の母』逢坂剛 著 文藝春秋

★『御社のチャラ男』絲山秋子 著 講談社

★『奨学金のまるわかり読本』久米忠史 著 合同出版

２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

４月
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し
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★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。


