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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！
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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。

今年こそ幸多き年となりますように！
新年あけましておめでとうございます。旧年中は喜界町図書館をご利用いただき誠にありがとうございました。

本年も変わらぬご利用をよろしくお願いいたします。

年神様は，その年の恵方から空を飛んで家々にやって来ると考えられています。年神様を迎える

目印となるのが門口に立てられた門松です。門や玄関に飾るしめ縄やしめ飾りは，周囲の穢（けが）

れを除いて神様の場所を作る意味があり，お正月の間，家に不浄のものが入らないように，家の

入口に飾ります。鏡餅もまた，正月飾りには欠かせないもので，鏡餅は年神様への供え物であると

ともに，穀物の実りをもたらすものとされています。丸い餅を「鏡餅」というのは，昔の鏡は丸型で

鏡には神の姿がとどまるという信仰からきているそうです。

昨年は，世界中で新型コロナウイルスが猛威を振るい，いろいろな面で自粛や禍（わざわい）の多い年となりました。今

年こそは，一日も早くコロナウイルスが収束し，町民のみなさまお一人お一人にとって幸多き年となりますことを心から願って

います。

楽しく盛り上がった 「クリスマスおはなし会」
１２月５日（土）に恒例の「クリスマスおはなし会」を開催したところ，親子で５０名

余りの参加者がありました。今年のおはなし会は，コロナウイルスの感染防止の観点か
ら，いつもの２階読書室ではなく１階閲覧室で開催しました。おはなし会も，当初の計
画を縮小して,読み聞かせボランティアグループ「おはなしの会ころころ」のみなさんと
図書館職員によるハンドベルや５つの楽器を使ったクリスマスソングメドレー，３カ所
に分かれての手遊びや絵本の読み聞かせを行いましたが，どのプログラムも楽しく盛り
上がっていました。そして，おはなし会の最後にはサンタさんからのプレゼントもあり
子どもたちも嬉しそうでした。
また，図書館内には，大きなクリスマスツリーが飾られ，クリスマス関連の本の展示

などもあり，クリスマス一色の一日となりました。

「蔵書点検」による

休館のお知らせ

喜界町図書館では，例年「蔵書点検期間」を設けて
図書の点検・整理・修理等を行っており，その期間は
休館させていただきます。利用者のみなさまには大変
ご迷惑をおかけいたしますが,ご理解とご協力をよろし
くお願いいたします。

蔵書点検休館期間
令和３年１月２６日（火）～２月４日（木）

※ １月５日（火）から２４日（日）まで本の貸出冊数を

無制限といたしますのでどうぞご利用ください。

《年 始 め イ ベ ン ト 開 催》

○【ことばくじを引いて福を当てよう！】

期日：令和３年 1月５日（火） １月６日（水）

○【お 正 月 お は な し 会】

日時：令和３年１月９日（土） 午後２時から

※ 期間中は「本の福袋」も準備します。お楽しみに！

大活字の本を新しく入荷しました！

○蜘蛛の糸 芥川 龍之介著

○蜜柑 芥川 龍之介著

○ちいさな言葉（上・下） 俵 万智著

○ハヅキさんとのこと 川上 弘美著

○望郷（上・下） 湊 かなえ著

○怪談（上・下） 小池 真理子著

○猫見酒 風野 真知雄著



                                           

※　　　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

泉　ゆたか /著 絵本江戸のおんな大工
となりのトトロ
ばんそうこうくださいな

1 ケーキの切れない非行少年たち 宮口　幸治 /著 家の光　１１月号

来館者数 令和２年度合計
1 2

絵本

（２４日） 679

土

5,688

11月統計 貸出冊数 令和２年度合計
4,153 26,850

なっとうかあちゃん

《毎週月曜日・第１木曜日(祝日の時は翌日)》

12/31
木 金

年末・年始休暇（１/３まで）

えにし屋春秋
コロナ黙示録
スキマワラシ
チーム・オベリベリ

海堂　尊 /著
恩田　陸 /著
楡　周平 /著

あさのあつこ /著
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12/27 12/28 12/29 12/30
日 月 火 水

10 11 12 13

休館日

ことばくじ
本の福袋

14

22 23

8 9

資料
休館日

ブックス
タートお
はなし会

お正月お
はなし会

3 4 5 6 7

休館日

子育て支
援来館

おはなし
会

29 3024/31 25 26 27 28

休館日 蔵書点検・整理休館日（２/4まで）

おいも

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

文藝春秋　１０月号
絵本
絵本

17 18 19 20 21

15 16

祝日開館
（成人の

日）
休館日

団体貸出
(各幼・各保・て
くてく・子支援・
早小学童）

自然科学 Casa　BRUTUS　９月号新型ウイルスのサバイバル
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1
おにぎりにはいりたいやつよっといで

《おとなの本》

★『善医の罪』久坂部羊 著 文藝春秋
意識不明の重体だった男性を，主治医の白石は，家

族の同意のもと尊厳死に導いた。３年後，カルテと看
護記録の食い違いが告発され，医療業界を揺るがす大
問題へと発展。検察は彼女を殺人罪で起訴し･･･。

★『質草女房』渋谷 雅一 著 角川春樹事務所
彰義隊に入った夫に，金が必要だと質屋に預けられ

た妻・けい。けいに興味を持った貧乏浪人・柏木宗太
郎は，質屋から夫の捜索を頼まれ，逃亡先と考えられ
る会津へ。その最中，新政府軍の参謀と行を共に･･･。

★『笑うかどうかに福来たる』小島慶一著 朝日出版社
当たり前のことだけれど，苦虫潰した顔よりも，

笑った顔の中に本物は芽生えて，大きくなる。笑う門
で，果たして笑うか，あしらうか。運命の分かれ道？
ちょっとひねった笑いのエッセンスが満載。

★『だまされ屋さん』星野智幸 著 中央公論新社
★『僕は令和で棋士になる』新井政彦著 マイナビ出版
★『図解でわかる時事重要テーマ１００』

日経ＨＲ編集部 編著 日経ＨＲ

《こどもの本》

★『おとうとのたからもの』
小手鞠るい作 すずきみほ絵 岩崎書店

小学２年生のあおいは本が苦手。でも，弟の冬馬はいつ
も絵本を読んでいる。風邪をひいて寝込んでいる冬馬の手
にも，やっぱり絵本が。あおいには，どうしてそんなに絵
本が大切なのかわからず･･･。姉弟のあたたかな物語。

★『バスザウルス』五十嵐大介 著 亜紀書房
森に捨てられていたオンボロバスに手や足，しっぽがは

えた。バスザウルスになったバスが町にいくと，おばあさ
んが乗り込んできた。それから毎日，バスザウルスはおば
あさんを乗せたけど･･･。不思議で優しい夜の絵本。

★『サンタさん』長尾玲子 作 福音館書店
春の終わりに羊の毛を刈ったサンタさんは，その毛で

はなちゃんのマフラーを作ります。マフラーが編み上がる
と，サンタさんはそれを袋に入れて出発し･･･。

★『じごくわらしがくるぞ！』塚本やすし作 ﾏｲｸﾛﾏｶﾞｼﾞﾝ社
★『世界一キモイいきもの図鑑』

ｱﾝﾃﾞｨ・ｼｰﾄﾞ文 ｸﾚｱ・ｱﾙﾓﾝﾃ絵 ＮＨＫ出版

11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。

１月


