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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！

図書館で読書という旅をしてみませんか？
新型コロナウイルスの影響で今年は旅行を控えている人も多いことかと思います。

松浦弥太郎氏は著書「今日もていねいに」の中で旅と読書について「ほんの５分ばかり，旅に

出る。そんな感覚で本を読んできました。もしかすると旅と読書は，同じものかもしれません。

自分の中に余白がなくなってきたと思ったとき，僕は旅に出ます。それと似た感覚で，ちょっと

気分をかえたいとき本を読みます。旅の途中も読書中も日常から離れて孤独に浸り，つかのまと

はいえ，まったく一人になることができます。実際の旅には準備も着替えもいりますが，読書は

実に身軽な旅です。ページをめくるだけで旅先に足を踏み入れることができますし，飛行機に

乗らなくても数分で日常生活にもどってこられます。」と述べています。

新型コロナウイルスに加え梅雨時で雨の日が多く，いつもより外出する機会が少なくなったと

感じている人は，図書館で読書という旅を楽しんでみませんか？

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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たなばた おはなし会

○ 日時 令和２年７月４日（土）

午後２時～午後３時３０分

○ 場所 きかいちょうとしょかん ２Ｆ

★ 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

歌 い 継 ぐ 先 人 の 心
奄美の島唄について，本町坂嶺出身の片倉輝男氏は著書「奄美民謡島唄集」の中で 「奄美の島唄が，いつ頃から歌わ

れているかは分かっていませんが，現在歌われている島唄は曲数にして６０曲から７０曲以上，歌詞にしても数千首

はあると言われています。そして，その多くが江戸時代の後期，薩摩藩の圧政時代に作られたそうです。そして，そ

の頃作られた島唄は，悲劇的・詠嘆的・忍耐的な歌詞が特徴で，メロディーも物悲しく哀調を帯びており，天の神様

にも届くような旋律である。」と述べています。

私達は，島唄を通して当時の過酷な生活や制度の厳しさをうかがい知ることができます。当時の人々は，島唄を歌

うことで日々の生活の憂さを晴らし，明日への活力を養っていたのでしょう。そう考えると，島唄は奄美の貴重な伝

統文化であるとともに，奄美の人々の歴史でもあり心の声でもあると言えそうです。本町においても，島唄保存会や

民謡教室の皆様のご指導で島唄の伝承活動が行われていますが，その輪がますます広がっていくことを願わずにはい

られません。

本の展示を行っています！

喜界町図書館では，町民の皆様にいろいろな本に

興味を持っていただけるよう，年間を通してテーマや

その時期に合わせた特集を組んで図書の展示・紹介

を行っています。展示コーナーは，図書館の入口や

中央部などに設定され，テーマ別，行事別，著者別

等の展示を随時行っています。ちなみに本年４月は，

「うもーりｋｉｋａｉjｍａ！」 「２０２０年 本屋大賞」

「入学・入園えほん特集」等のコーナーを設置しま

した。今後もいろいろなテーマで本を展示していきた

いと思いますので，来館された際はぜひ手にとってご

覧ください。
※ 新型コロナウイルスの状況によっては中止

になることもあります。

～図書館からのお願い～
返却日を過ぎている本をお持ちの方は，早めの

返却をお願いいたします。



                                           

※　　　は、休館日です

・開館時間　午前10時～午後6時

冊 冊

名 名

絵本 NHKきょうの料理　３月号いないいないばああそび
新やさしい工作
へんしんテスト

3
2

休館日
おはなし

会

暮らしの手帖　４月号
クロワッサン　４/１０号

図工
絵本

21 22 23 24 25

19 20

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）

子育て支
援来館

7/3 7/4

休館日

28 29 30 7/1 7/2

資料
休館日

ブックス
タートお
はなし会

たなばた
おはなし

会

おはなし
会

14 15 16 17 18

26 27

12 13

団体貸出
(各幼，第一保，
子支援，早小学
童）

おはなし
会

7 8 9 10 11

休館日

5/31 1 2 3
日 月 火 水

休館日

〈銀の鰊亭〉の御挨拶

騒がしい楽園
三年長屋
オカシナ記念病院

中山　七里 /著
梶　よう子 /著
久坂部　羊 /著

小路　幸也 /著

2

来館者数 令和２年度合計
5 6

（２２日） 585

土

585

４月統計
貸出冊数 令和２年度合計

2,418 2,418

開館日数

《毎週月曜日・第１木曜日(祝日の時は翌日)》

4
木 金

ブックス
タートお
はなし会

おはなし
会

資料
休館日

一般書 児童書 雑誌
1 読み物

ぽんたろう /著 絵本
文藝春秋　４月号
NHKすてきにハンドメイド２月号ぷかり喜界島

飛行機のサバイバル　２
NEWウォーリーのふしぎなたび

1 1十字架のカルテ 知念　実希人 /著

《こどもの本》

★『朝顔のハガキ』山下みゆき作 ゆの絵 朝日学生新聞社

ばあちゃんの家で暮らす小学６年生の誠矢は，夏になる

と毎年必ず届く謎の「絵ハガキ」の送り主に会うために，

冒険の旅に出る。送り主の元へ無事たどり着くが，そこで

待っていたのは･･･。

★『とりあえずありがとう』五味太郎 作 絵本館

トイレで紙がなくて困っていたら，窓から紙飛行機

が･･･。いじめっこにいじめられていたらおすもうさん

が･･･。とりあえず「ありがとう」と言ってしまうシチュ

エーションが盛りだくさんのユーモア絵本。

★『エリック・カールのえいごがいっぱい』

エリック・カール 絵 偕成社

「はらぺこあおむし」でおなじみの絵本作家エリック・

カールが描いた，身のまわりのものや生きものなどの絵

２００以上を，英単語・日本語とともに収録。

★『たまごにいちゃんとげんちゃん』

あきやまただし作・絵 鈴木出版

★『すきまっこちゃん』竹与井かこ作・絵 教育画劇

《おとなの本》

★『クスノキの番人』東野圭吾 著 実業の日本社

解雇された職場に盗みに入り逮捕された直井玲斗は，

弁護士費用を支払ってくれた伯母から，クスノキの番

人をするように命じられる。そのクスノキに祈れば，

願いが叶うと言われていて･･･。

★『愚か者の城』矢野隆 著 KADOKAWA

織田信長の妹・於市に想いを寄せていたことが妻に

知られ，夫婦仲が険悪となった木下藤吉郎。そんな中，

浅井長政が信長を裏切り，朝倉義景側についたとの報

せが届く。

★『糖質制限を続ける技術』

モリー・カーメル 著 森由美 訳 SBｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ

大食い王国・アメリカでも何千人もの成功者を出し

た著者が，科学的に導かれた糖質制限の方法を伝授す

る。糖質制限を継続するためのテクニックが満載。

★『地に這うものの記録』田中慎弥 著 文藝春秋

★『新型コロナウイルス 正しく怖がるにはどうすれば

いいのか』木村良一 著 岡部信彦 監修 扶養社

★『魚焼きグリルを使ってラクにおいしく作りましょ

う』貝谷郁子 料理 主婦の友社

４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

★お友だちどうし，おさそい合わせ

のうえ，お気軽にご参加ください。

６月


