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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）

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！

aaaakai11aiu

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。

読書のストレス軽減効果
イギリスのサセックス大学は，２００９年，読書によるストレス解消効果を発表しました。

心拍数や筋肉の緊張状態からストレスを計測した結果，ストレスが６８％も減少することが

分かったそうです。読書のストレス 軽減効果 は，「ピブリオセラピー（読書療法）として実用

化されています。ピブリオセラピーとは，読書によって病気の治療を図る心理療法で，自分の

状態に適した本を読むことで，行動をよりよい方向に変えたり，苦痛を減らしたりするなどの効果

が期待できるのだそうです。

ストレス社会といわれる現代において，大小の差こそあれ誰もがストレスを感じることがあると

思います。時節柄お忙しい折ではございますが，時には図書館に足をお運びいただきゆったりと

した気持ちで読書に親しんでみてはいかがでしょう。

蔵書点検作業が終了しました。

１月２６日（火）から２月４日（木）までの蔵書点検作業で

は，利用者の皆様には大変不自由をおかけいたしました。

おかげさまで，滞りなく点検作業を終えることができました。

喜界町図書館では，今後とも町民の皆様が利用しやす

い図書館，町民の皆様の要望にお応えする図書館をめざし

て，職員一同頑張って参りたいと思いますので，ご利用の

程よろしくお願いいたします。

第１６４回 芥川賞・直木賞

「第１３回ＭＯＥ絵本屋さん大賞」決定！

大盛況「古本市」

２月５日（金）・６日（土）・７日（日）に「古

本市」を開催し，３日間で約２５０名の来館者があ

りました。古本市では，一冊２０円の本と無料の

本が多数展示され，開館前から数名の人が玄関

前に並び，掘り出し物があったと喜ぶ人やどれを

買おうか迷っている人の姿があちこちで見られま

した。ちなみに，期間中１３００冊余りの本がリサ

イクルされ今回も大盛況でした。

大賞「あつかったらぬげばいい」
作 ヨシタケシンスケ

２位「パンどろぼう」
作 柴田ケイコ

３位「の」

作 junaida
４位「ねこはるすばん」

作 町田尚子
５位「ノラネコぐんだん カレーライス」

作 工藤ノリコ
６位「ママはかいぞく」作 カリーヌ・シュリング

絵 レミ・サイヤール 訳 やまもとともこ
７位「ねぐせのしくみ」

作 ヨシタケシンスケ
８位「わたしのわごむはわたさない」

作 ヨシタケシンスケ
９位「やねうらべやのおばけ」

作 しおたにまみこ
10位「もしものせかい」

作 ヨシタケシンスケ

芥川賞「推し、燃ゆ」 （著） 宇佐見りん
直木賞「心淋し川」 （著） 西條奈加

図書館からのお願い！
３月・４月は，引っ越しが多いシー

ズンです。新年度に向けて大掃除や模

様替えなどをする機会も多くなります。

こうした引っ越し作業や大掃除, 模様替

えの際に，返却し忘れていた図書館の

本が出てくることもよくある話です。そ

の際は，速やかに図書館までご返却く

ださるようお願いいたします。



                                           

※　　　は、休館日です

・開館時間　午前10時～午後6時

冊 冊

名 名

　

きたきた捕物帖
逆ソクラテス
銀の夜
伊達女

伊坂　幸太郎 /著
角田　光代 /著

佐藤　巖太郎 /著

宮部　みゆき /著
2

雑誌
絵本

あさのあつこ /著 絵本 週刊文春　12月24日号えにし屋春秋
おばけちゃんだってこわいんです

おべんとうかいじゅう
烏百花　蛍の章 安部　智里 /著 クロワッサン　11/10号

一般書 児童書
1

来館者数 令和元年度合計
5 6

絵本

（１７日） 491

土

7,033

１月統計 貸出冊数 令和元年度合計
3,937 34,038

みかんおいしくなーれ

《毎週月曜日・第１木曜日(祝日の時は翌日)》
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日 月 火 水

休館日

14 15 16 17

2/28 1 2

18

26 27

12 13
団体貸出
(各保・てくてく・
子支援・早小学
童）回収（幼）

おはなし
会

7 8 9 10 11

子育て支
援来館

おはなし
会

休館日

4/2 4/328 29 30 31 4/1

休館日
おはなし

会

ばんそうこうくださいな

休館日
おはなし

会

Ｎｅｗｔｏｎ　１月号
文藝春秋　１２月号

絵本
絵本

21 22 23 24 25

19 20

休館日
移動図書

回収
（早町小）

絵本 特選街　１月号きょうりゅうようちえん1 1
なにしてるの？

《おとなの本》

★『雪のなまえ』村山由佳 著 徳間書店
不登校の小学５年生・雪乃は，会社を辞めてＩター

ンした父と長野で暮らし始める。胸に抱える苦しい思
いを吐き出すことができない雪乃。そんな雪乃の心を
溶かしてくれたのは･･･。

★『とんきち耕書堂青春譜』矢野隆 著 新潮社
身も心も，自分がなりたいものになるために，捧げ

る日々。しかし，ある「死」が，夢追人に暗雲を･･･。
江戸最強の出版人，蔦屋重三郎の店で才能の開花を待
つ，一九，馬琴，写楽，北斎を描く。

★『ふつうでない時をふつうに生きる』
岸本葉子 著 中央公論新社

突然の外出制限，リモートワーク･･･慣れない環境
にとまどう毎日。でも日常を見直し，自分のペースを
発見するチャンスかも？変化に応じても，ぶれない心
の持ち方を考えたエッセイ集。

★『希望の一滴』中村哲 著 西日本新聞社
★『韓国ドラマ食堂』本田朋美・八田靖史著 ｲｰｽﾄ･ﾌﾟﾚｽ
★『感染症時代のマスクの教科書』

飯田裕貴子・眞鍋葉子 著 小学館

《こどもの本》

★『カラスのいいぶん』嶋田泰子著 岡本順絵 童心社
カラスは，ごみを散らかす嫌われもの！?でも，カラスに

も，いいたいことがあるみたいで･･･。ハシブトガラスを主
人公に，ひとの近くでいきることを選んだカラスの生活を
追います。

★『こわいまわりみち』田中六大作 ほるぷ出版
たっくんはお母さんにおつかいを頼まれたのですが，

スーパーへの近道が怖くて苦手な道です。震災や紛争に
よってＰＴＳＤをもつ子どもたちのために研究された，認
知行動療法を基にした安心につながる絵本。

★『こちょこちょ』はるな檸檬作・絵 文響社
「あかちゃんじまをたんけんだ」リズミカルで歌うよう

に読める言葉と，カラフルな色がいっぱい！科学的な視点
をふまえつつ，あかちゃんと楽しくふれあえるあそびを
ギュッと集めた，スキンシップ絵本。

★『くつやさんとおばけ』いわさきさとこ作 ＢＬ出版
★『へのへのもへじのおともだち』

宮下すずか作 市居みか絵 くもん出版

１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。

３月


