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おでかけおはなし会・妊婦さんの為の朗読会

読谷村立図書館
℡

958-3113

＊第 3 日曜日 「ファミリー読書の日・家庭の日」
場所：読谷村立図書館 2 階集会室
国民の間に広く子どもの読書活動についての関心と理解
対象：幼児からどなたでも
を深め、子どもが積極的に読書活動を行う意欲を高めるため
内容：朗読劇や読み聞かせ
スペシャルゲストも登場します！！
に、
「子どもの読書活動の推進に関する法律」では、4 月 23
企画展示：昭和時代にタイムスリップした
日が「子ども読書の日」と定められました。 これは、シェ
レトロな紙芝居展
参加費：無料
申込み不要

うぶ声教室にて 2 月 12 日（金）「おかあさんのうた」「いのち」をお届けしました。
参加者の皆さんは、関心をもち、ご参加いただきました。ブックスタートの広報 PR 活動
2 月 19 日（金）子育て支援センターはばたけ
お話をお届け。エプロンシアターやパネルシアター等、大勢の親子の皆さんと楽しみました。

第5号
2016/3/７

図書館内では、特集「図書館員のおすすめ本」
企画実施中 貸し出しを行います。
どうぞ、ご利用ください。

イクスピアとセルバンテスの命日である 4 月 23 日をユネス
コが「世界・本と著作権の日」と宣言していることなどにち
なんだものです。この日を中心に、国や地方公共団体では、
さまざまな取組が進められています。

平成 28 年度

4 月開催：４／３０（土）
１０：００～

定例行事「読書会」が開催されます！

☆読書会ってどんなことを行うのですか
・・・・ 好きな本を持ち寄り、紹介し合ったり、1 冊の本を深く読み込む為に参加者同士で紹介しあう。
最近、読書活動を楽しむ１つの方法で、図書館だけでなく、カフェなどを利用して行われています。
☆参加対象は ・・・・・一般成人どなたでも
☆開催場所や日時 ・・・読谷村立図書館 2 階集会室
毎月 30 日（休日等の場合は、前後に変更あり、図書館行事でご確認ください）
☆申込み方法は・・・・・事前申込みは、不要です。お気軽にご参加下さい。参加無料です。

【児童向け】＊第 3 土曜日
☆３月 19 日（土） 11 時～

「読書」ちょっとゆんたく・・・・
＊引用「深読み」読書術

白取晴彦著

三笠書房

☆読書は、「人生を知的に楽しみつくす」知恵である。
人が本を開いて読むのは、知識を得ようとするからだけなのだろうか。もし、知識を得たいという意欲があったとしても、人が
その一冊の本をめくる動機はやはり「おもしろさ」ではないか。

☆自分をもっと高める「本の読み方」
深く読むこと
①言葉や表現を知り、主張や主旨を正しくとらえる。
→通読することを通して、忍耐、根気、貫徹性が育まれる。
②知識を吸収する
→展開をとらえて図式化できるようになり、結果的に偏見から解放される。
③行動を読む
→洞察力が高まり、さまざまなものに新しい意味を見いだすことができる。
④再読により、新しくとらえなおす
→いまの自分を的確に把握し、人生をより発展的にとらえることができる。

人・地域・文化をつなぐ図書館を目指して 読谷村立図書館
は、図書館サービスを展開してまいります。
どうぞ、お気軽に、図書館をご利用、ご活用下さい。

☆読書法が変われば、人生が変わる
本を読む時間をどうやって確保しようかと考えたりしている人は、おそ
らくいつまで経っても本を読まないだろう。 （中略）
本を読む時間がないと嘆く人はたぶん、気持ちが落ち着いていることが
はなはだ少ないのだろう。
心が乱れていれば、本を読むことは誰にとっても難しい。
感情が激しく動いている状態、何かが気になって仕方ない状態、すべき
ことを残している状態、心に重いものを抱えている状態、欲望をもてあま
している状態のとき、本を読んでもまともに理解できなくなる。
裏を返せば、読書できるということは、心身ともに安定しているという
ことだ。（中略）
だから、読書の時間をどうにかしてひねり出す必要などない。自分が読
める状態であれば、いつだって読むことができるわけだ。

ベルマークを集めて読谷村に作家をお招きしよう！！

ありがとう

目標：3 万点

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、

２０，８７３

点 です。

（Ｈ２7．11 月末現在）

≪３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
☆３月 6 日、20 日（日） 1０時３０分～
ﾌﾞｯｸｽﾀｰﾄ絵本の受取もできます。
■ビデオ上映会 集会室にて

世界名作童話集 第４巻
「ふしぎの国のアリス/小公女/
アラジンと魔法のランプ」
■おはなし会 おはなしの部屋にて
【児童向け】＊第２・４日曜日
☆３月 13 日、27 日（日） 14 時～
■おりがみ教室 集会室にて＊第 2・４土曜日
☆３月 12 日、２6 日（土）１０時３０分～
講師：山内 源徳氏
＊おりがみをご持参の上、ご参加下さい。

～ ご理解・ご協力をお願いします ～
◎利用したい方が待っています！
お手元に、返却日の過ぎた図書館の
資料はありませんか？
資料の返却忘れに気がついたら、お早
めに読谷村立図書館へ返却下さい。返却
期限から 3 か月経過した方は、
『利用停
止』となり、貸出ができません。
◎嘉手納町立図書館 相互利用について
嘉手納町立図書館資料の貸出において
次に借りたい人に迷惑をかけないよう、
返却期限を守りましょう！
◎お願い
読谷（沖縄）に関する本等（○周年記念
誌・総会資料・○○だより）
、自分史など
がありましたらご寄贈をお願します。

★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）

