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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！

読書三余（どくしょさんよ）
奄美の６月は梅雨真っ只中です。「梅雨」の語源としては，この時期は梅の実が熟す頃であること

からという説や，この時期は湿度が高く黴（カビ）が生えやすいことから「黴雨（ばいう）」と呼ば
れ，これが同じ音の「梅雨」に転じたという説などがあります。
さて，標記の「読書三余」とは，中国三国時代，魏の董遇（トウグウ）が，本を読む時間がないと

嘆く弟子を諭した時の言葉で，読書をするのに好都合な三つの余暇（自由な時間）は，一年のうちで
は冬，一日のうちでは夜，気候では雨降りという意味だそうです。「晴耕雨読（晴れた日には畑を耕
し，雨の日には屋内にこもって本を読む）」の生活が基本だった当時，農作業の忙しくない季節であ
る冬と，一日のうちでは夜と雨降りの時が自由になる時間だったようです。
未だに収束の兆しが見えない新型コロナウイルスと梅雨時の雨で，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，図書館で本を借りてゆっくり読書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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たなばた おはなし会

○ 日時 令和３年７月３日（土）

午後２時～午後2時40分

○ 場所 きかいちょうとしょかん ２Ｆ

※お家のひと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。

～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。

新着大活字本の紹介！

〇あるじは信長（上・下） 岩井 三四二著
〇祈りの証明（上・下） 森村 誠一著
〇いまも、君を想う 川本 三郎著
〇昭和史入門（上・下） 保坂 正康著
〇それでもこの世は悪くなかった

佐藤 愛子著
〇長いお別れ（上・下） 中島 京子著
〇ナミヤ雑貨店の奇蹟（上・下）

東野 圭吾著
〇一人っ子同盟（上・下） 重松 清著
〇まるまるの毬（上・下） 西條 奈加著
〇無所属の時間で生きる 城山 三郎著
〇黙示（上・中・下） 真山 仁著
〇吉原手引草（上・下） 松井 今朝子著

※「本の字が小さくて読みにくい」という方におす

すめです。

盛り上がった「こどもの日おはなし会」
５月１日（土）に恒例の「こどもの日おはなし会」を開催したところ，親子で４０名余

りの参加がありました。今回のおはなし会は，コロナウイルス感染防止の観点から，いつ
もの２階読書室ではなく１階閲覧室で行いました。

おはなし会では，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
んや図書館職員による，「こいのぼり」「さんぽ」「紅蓮華」の楽器（フルート，トラン
ペット）演奏や，大型絵本「ももたろう」の方言による読み聞かせ，新聞紙を使ったカブ
ト作り，２か所に分かれての手遊びや絵本の読み聞かせなどがありとても盛り上がりまし
た。また，当日はミニこいのぼりやカラフルな風船の飾り付けなどもあり，楽しい雰囲気
の中でおはなし会が行われました。



                                           

※　　　は、休館日です

・開館時間　午前10時～午後6時
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《こどもの本》

★『つくしちゃんとおねえちゃん』
いとうみく作 丹地陽子絵 福音館書店

のんびりマイペースな妹・つくしと、優等生でがんば
り屋のおねえちゃん・かえで。ケンカして、助けあって、
笑いあって･･･。お互いを思う気持ちがあふれだすお話。

★『こいのぼりセブン』
ふくだいわお絵 もとしたいづみ作 世界ﾜﾝﾀﾞｰｸﾘｴｲﾄ
幼稚園にやってきた新ヒーロー「こいのぼりセブン」。

こいのぼりセブンは、なぜ水の中にいるこいがこいのぼり
になって空を泳いでいるかを子どもたちに伝えます。

★『勉強なんてしたくない君へ』佐藤慧 著 東洋館出版社
世界に飛び出して気づいたのは、勉強は「わくわく」

から始まるということ。フォトジャーナリストの佐藤慧が、
自身の経験とともに、子どもたちの背中をおす、勉強との
つき合い方を伝える。

★『不思議駄菓子屋銭天堂 15』
廣嶋玲子作 jyajya絵 偕成社

★『グーチョキパーのうた』
長谷川義史絵 趙博文 解放出版社

《おとなの本》

★『警視庁科学捜査官』服藤恵三 著 文藝春秋
地下鉄サリン事件、和歌山カレー事件、ルーシー・

ブラックマン事件、名張毒ぶどう酒再審請求･･･。
科学捜査官第１号となり、日本の科学捜査の基礎を
築いた著者が戦いの軌跡を明かす。

★『本日も晴天なり』梶よう子 著 集英社
時は幕末。鉄砲同心とは名ばかりの、つつじの栽

培に精を出す武家があった。喧嘩も笑いも絶えない
一家は、大小様々な事件に巻き込まれて･･･。温か
なお江戸家族小説。

★『息子のボーイフレンド』秋吉理香子 著 UｰNEXT
高校２年生の息子・聖将がまさかのカミングアウ

ト。交際相手の雄哉は一流大学２年生でイケメンと、
非の打ち所がない好青年。母・莉緒は２人の交際を
認めるが、夫・稲男にはなかなか切り出せなくて･･･。

★『新謎解きはディナーのあとで』
東川篤哉 著 小学館

★『おっさんず六法』松沢直樹 著 飛鳥新社
★『ネット中傷駆け込み寺』
佐藤佳弘 スマイリーキクチ著 武蔵野大学出版会

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
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★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


