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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！

敬老の日に寄せて！「長生きするということ」
聖路加（るか）国際病院名誉医院長の日野原重明氏は，１００歳を過ぎても現役医師として患者の

診察や，本の執筆，講演活動などを行い，２０１７年 １０５歳の時に呼吸不全のため逝去されました。

その日野原氏が，最後の著書「生きていくあなたへ １０５歳どうしても遺したかった言葉」の中で

「長生きするということは，わからない自分と出会う時間がもらえるということです。完全にわかり

きれるとは思わないけれど，自分の姿をどんどん知っていく喜びは年をとったことでより実感するよう

になりました。あなたと今こうして話している瞬間にも『ああ，僕にはこういうところがあるんだな』と

気づかされる連続なのですから」と述べています。

わからない自分との出会いは，いろいろな場面での人とのふれあいのほかに，読書によってももたらされると思います。時に

は図書館で，そうした新しい自分との出会いの旅を楽しんでみてはいかがでしょう。

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。）

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8日（火）～９月11日（金）

※ 映画の内容は当日のお楽しみ！

１日２回上映（無料）

① １０：３０～ ② １３：３０～

都合のよい時間にごらんください。

第１６３回 芥川賞・直木賞

芥川賞 「首里の馬」 （著） 高山 羽根子

「破局」 （著） 遠野 遥

直木賞 「少年と犬」 （著） 馳 星周

「図書館クイズにチャレンジしよう」開催
８月９日（日）に恒例の「図書館クイズにチャレンジ

しよう」を開催し，クイズの問題を小学校低学年と高学

年に分けてそれぞれ１０問ずつ出題しました。

今年は宣伝を控えたせいか，例年に比べて参加者は少

なかったものの，参加した小学生は，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，参加者全員が全問正解で, 賞状や図書館

員手作りのカラフルな「栞（しおり）」を手にしてとて

も嬉しそうでした。

シバサシとは？

シバサシの日は，朝早くシバをさす。ここでのシバ

はススキである。シバは，床の間，先祖棚にシバをさ

し，門，井戸をはじめ，全ての家屋､畜舎，便所の四

隅にシバをさす。墓には前日お参りをしてさしておく。

シバがさされている地域では大切なお祭りが行われて

いるから，悪霊邪霊の立ち入りを禁止するという意味

である。シバサシの日に「墓祭り」をするのは，坂嶺

校区，小野津校区，志戸桶校区，早町校区の白水集落

の大半までである。 「喜界町誌」より抜粋

☆ 大活字の本を新しく入荷し

ました！

「大活字の本」とは，通常の図書よりも大きな活字

で印刷された本です。「本の字は小さくて読みにく

い」という方におすすめの本です。

○精鋭（上・下） 今野 敏著

○散り椿（上・下） 葉室 麟著

○サムライの掟（上・下） 山本 博文著

○一朝の夢（上・下） 梶 よう子著

○銀二貫（上・下） 高田 郁著

○嫉妬の世界史 山本 昌之著

○二人の親を見送って 岸本 葉子著

○なつかしい時間 長田 弘著



                                           

※　　　は、休館日です

・開館時間　午前10時～午後6時
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名 名

暗鬼夜行
漣のゆくえ
思わず見とれるゼリースイーツ
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梶　よう子 /著
月村　了衛 /著
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休館日
うもーり
図書館

（～１１日）

8/30 8/31 1 2 3
日 月 火 水

休館日

《毎週月曜日・第１木曜日(祝日の時は翌日)》

木 金 土

2,853

７月統計
貸出冊数 令和２年度合計

3,317 13,530

開館日数
（２５日） 1,022

祝日開館日
(敬老の日)

祝日休館日
（秋分の

日）
休館日

おはなし
会

クロワッサン　6/25号

10/2 10/3

11 12

団体貸出
(各幼・各保・てく
てく・子支援・
早小学童）

おはなし
会

絵本おひめさまようちえん大越　郷子 /著

来館者数 令和２年度合計
4
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資料
休館日

13 14 15 16 17

25 26

子育て支
援来館

おはなし
会
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18 19

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）

一般書 児童書 雑誌
1 自然科学

今野　敏 /著 自然科学 ＮＨＫきょうの料理　８月号焦眉
空想科学学園シリーズ
サバイバルシリーズ

1 1状箱騒動 佐伯　泰英 /著 特選街　６月号

ブックス
タートお
はなし会

おはなし
会

5
ブックス
タートお
はなし会

おはなし
会

資料
休館日

月刊Ｎｅｗｓがわかる　３月号

ＮＨＫ趣味の園芸　６月号恐竜キングダム9
2

2
危険生物最強王者大図鑑 ＮＨＫすてきにハンドメイド　６月号自然科学

自然科学

チコちゃんに叱られる 絵本

《おとなの本》

★『あめつちのうた』朝倉宏景 著 講談社

運動が苦手な雨宮大地は，甲子園球場の整備を請け

負う阪神園芸へと入社するが，仕事は失敗続き。自分

は本当に一人前になれるのだろうか？自らの弱い心を

掘り起こすように土と向き合っていく。

★『商う狼』永井紗耶子 著 新潮社

甲斐の農家から江戸の飛脚問屋の養子になった茂十

郎は，永代橋の崩落事故で妻と跡取り息子を失う。そ

の悲しみを糧に，三橋会所頭取となり橋の運営に要す

る費用を集め･･･。

★『あしたハーブを植えよう』山本真理著 光村推古書院

初心者でも気軽に育てやすく，かつ使い勝手抜群の

８種類のハーブをリストアップ。たくさん収穫するコ

ツや，２年目以降の育て方のヒント，目的の薬効を引

き出すテクニック，料理のヒントなどを収録。

★『黙示』今野敏 著 双葉社

★『とてつもない嘘の世界史』

ﾄﾑ･ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ 著 禰宜田亜紀 訳 河出書房新社

★『崖っぷちの会社を立て直したスーパーな女』

清川照美 著 ダイヤモンド社

《こどもの本》

★『区立あたまのてっぺん小学校』

間部香代 作 田中六大 絵 金の星社

始業式の時，トイレで鏡を見たら，頭の上に小さな学校

が！「頭，どうした？」って友だちに聞かれたけれどわか

らない。ぼくたちは区役所に行って相談することに･･･。

★『わっははぼくのなつやすみ』

タダサトシ絵 おのりんこ作 こぐま社

おじいちゃんちに１人で泊まる夏休み。期待と不安でド

キドキの男の子を待っていたものは，「ようこそ」と出迎

えてくれた，１匹のちょうちょだった･･･。

★『おばけちゃんだってこわいんです』

しばなお 作 アルファポリス 星雲社

とってもこわがりなおばけちゃん。カーテンゆらゆら，

わぁ，こわい！おふろでぶるぶる，わぁ，こわい！でもほ

んとうにこわいのは･･･。

★『ぼくらはもりのダンゴムシ』

まつおかたつひでさく こぐま社

★『ちんちんぼうずのだいぼうけん』

よこみねさやかえ まめさく KADOKAWA

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


