４月２３日の
「子ども読書の日」

ビブリオバトル＆子どもの為の朗読会

Ｈ27.4/26（日）

４月２３日の「子ども読書の日」ちなみ、読書活動の啓発活動の一環として実施
されたイベントは、約 30 名の皆さんの参加がありました。
ビブリオバトルで紹介された本
上地なのは（古小４年）

くれよんのくろくん

長浜真理奈（古小４年）

バムとケロのおかいもの

比嘉永（読中１年）
吉見千夏（読中１年）

ﾁｬﾝﾌﾟ本は、
「少女ポリアンナ」
でした

少女ポリアンナ
ロアルドダールコレクションより

毎年恒例となりました「図書館見
学」がはじまります。
この見学は、村内小学校 3 年生の公共
施設見学における学習の一環として
行われており、約 500 名余りの児童
が訪れます。
図書館の施設設備及び図書館につ
いて（講義）を受けます。
また、本の借り方返し方の為、「図
書館デビュー」として、カード登録を
行う機会ともなっています。

参加者感想
「子供たちがはきはきと発
表していて良かったです。
」
「ビブリオバトル初めてだ
った。子供たちにとっても
良い企画だと思いました。
」
「今回のこの企画は初めて
でぜひ参加したくて来まし
た 子供たちの将来が楽し
みです。」

この４月より村立図書館長を拝命した泉川良彦と申します。
３月まで図書館隣の村史編集室で読谷村史の編集を担当してお
りました。村史を編集する側から図書等の利用を促す側に立っ
て利用し易い図書館作りに邁進したいと考えております。
図書館では、平成 23 年度に（仮称）読谷村総合情報センタ
ー基本計画を作成し、役場庁舎南側に図書館・村史編集室・公
文書館が入る複合施設の建設を計画しており、村民への「ワン
ストップサービス」を目指しています。
そこで、村立図書館についてこれまでの歩みを紐解いておき
たいと思います。
1970 年８月 30 日、村立図書館の前身である中央公民館図
書室が開所しております。その中央公民館は、全琉で他市町村
に先駆けて開館しております。その一階にわずか 15 坪のスペ
ースでスタートしております。
1975 年 11 月に開催せれた第１回読書まつりでは蔵書
6,000 冊の利用促進を促しました。
1983 年６月１日には現在の村史編集室のある教育委員会棟
がオープンし、その２階に図書室が引っ越して面積も 60 坪に
増えました。その時の蔵書数は約 7,000 冊。1989 年８月には
10,000 冊を超えております。2000 年４月 13 日のは待望の
村立図書館のオープニングセレモニーが行われておりますが、
その時の蔵書数は約３万冊で目標は５万冊としていました。現
在の蔵書数は約 10 万冊です。将来の所蔵目標を 25 万冊とし
ています。
「人・地域・文化をつなぐ図書館を目指して」をテーマに掲
げよりよい図書館づくりをスタッフ一同頑張って参りますので
今後ともよろしくお願いいたします。
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平成 27 年度 中高校生にもわかる「沖縄の歴史を学ぼう！」
ＤＶＤ上映会＆講座を開催しました。参加：75 名 Ｈ27.5/9（土）.10（日）
参加者感想・・・

（講座）「近代史の特に、対戦前後の史実日本とアメリカと

質疑応答では、自分たちの
身近な学校図書館との違いに
ついても考え、質問する児童
もおり、真剣に学びます。

の関係条約等一般的に知られていないことを深く知りたい」
「私たちが知らない沖縄の歴史、知らないといけない歴史を学
ばさせてもらいました。誇りを持つためにも是非また行って下
さい。
」
（ＤＶＤ上映会）「生々しい映像の迫力はスティールで見るよ
りやはり、遥かに強烈。これを日本中に見せたい。」
「各国メディアを活用する。地球資源を守る視点からも国際世
界（論）に訴える事」
歴史講座の次回開催を希望される声が、多くありました。

①毎月第１・３日曜日「ブックスタートおはなし会」
午前 10 時 30 分～11 時 30 分
対象：0 歳～ その保護者
②毎月第２・４日曜日「おはなし会」対象：幼児～ 保護者
午後 2 時～
③毎月第２・４土曜日「おりがみ教室」 講師：山内源徳氏
午前 10 時 30 分～11 時 30 分
④毎月第 3 土曜日キッズビデオ上映会 午前 11 時～

図書館は、定例行事も充実！！（おりがみ教室、おはなし会）

日程及び内容は、図書館にてお知らせします。お気軽にご参加下さい。

おはなし会
戦後 70 年関連事業

おりがみ教室

ブックスタートおはなし会

平和のバトンをつなぐ

～70 年前私がいたところ～

1.

もうすぐ夏休み！！ 夏休み企画（予告）

主催：読谷村役場企画財政課

沖縄戦体験談を図書館にてお届けします。皆さんのご参加をお
待ちしております。

夏休みの宿題お手伝い（課題図書や自由研究等資料も準備してます）
新たな、本との出会い・・・・
皆さんのご来館をお待ちしてます。

第１回：平成２７年６月１４日（日）午後 2 時～3 時 30 分
話者：玉城秀昭さん
「上陸直前の米軍攻撃とやんばる避難」
第２回：平成２７年６月２１日（日）午後 2 時～3 時 30 分
話者：上里キヨさん
「家族とともにやんばるへ避難し、山の中を逃げまどう」
第３回：平成２７年６月２８日（日）午後 2 時～3 時 30 分
話者：知花治雄さん
「シムクガマで経験したこと」

どんな企画があるかな？？？

・今年もやります。
「読書通帳」
・君も 1 日図書館員「1 日図書館員体験」定員：10 名
・おはなし会、ブックトーク
・ビブリオバトル
出場者を募集しま～す！
・私達の住む読谷村を再発見しよう！読谷クイズ 他

＊いずれも、申込不要です。お時間あわせでお越しください。
図書館資料展示
沖縄戦に関連する書籍資料（沖教組寄贈他）を展示します。
どうぞ、ご覧ください。
期間中、ビデオ上映も行っています。
展示期間：6 月 14 日（日）～6 月 28 日（日）

ありがとう

1.
【お知らせ】
嘉手納町・読谷村相互利用１周年記念を開催しました（平成２６年１２月１４日）
都合がつかず、ご参加できなかった皆様へ
読谷村役場ホームページ 読谷村映像ライブラリでご覧になることができま
す。ぜひ、ご覧下さい。ご案内申し上げます。

ベルマークを集めて読谷村に作家をお招きしよう！！

目標：3 万点

目標の半分を達成！！
商品についているベルマークを集めると・・・作家さんを招いて、講演会を開催することができます。
切り取ったベルマークを図書館にお持ちください。
引き続き、平成 27 年度も村民の皆さんのご協力よろしくお願いします。
集計ボランティアも募集中！！

現在の回収点数は、

15,131

点

です。 （Ｈ２7．3 月末現在）

≪6 月定例行事≫
■ブックスタートおはなし会 集会室にて
【0 歳～乳幼児向け】＊第１.3 日曜日
☆6 月 7 日・21 日（日）午前 10 時 30 分
■ビデオ上映会 集会室にて
【児童向け】＊第３土曜日
☆6 月 20 日（日）午前 11 時～
『アリババと 40 人の盗賊』
■おはなし会 おはなしの部屋にて
☆今月は、戦後 70 年事業「平和へのバトン」
（語り部による体験談）6/14.21.28 日開催
に伴い、お休みします。
■キッズおりがみクラブ
集会室にて
☆6 月 13 日（土）、6 月 27 日（土）
午前１０時３０分～ 講師：山内 源徳氏
＊おりがみをご持参下さい。

★図書館ボランティア募集★
★図書館サークルメンバー募集★
※くわしくは図書館にてお問い合わせください。

≪お問い合わせ・お申し込み先≫

読谷村立図書館
電話番号：
（０９８）９５８－３１１３
月 ・ 水 ～ 金 曜 日：午前 10 時～午後７時
土 ・ 日 曜 日：午前 10 時～午後５時
（火曜日・祝日・第 4 木曜日を除く）

