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♪ 絵本と共に広がる親子の世界 ♪

家族ふれあい読み聞かせ教室
９月 14日（土）に「第２回家族

ふれあい読み聞かせ教室」を開催

しました。当日は、谷山北公民館

図書室ボランティア「こだま」に

所属している堀芳江さんに、読み

聞かせの実演と絵本の選び方や読

み方などの講義をしていただきま

した。

堀さんは、実演で絵本の読み聞かせの他、わら

べうたやかぞえうたも披露し、そのわらべうたに

じっと耳を傾ける子供たちの姿が、とても印象的

でした。また講義では、読書の意味と意義につい

て、自らの体験を交えて触れられ、子どもの頃の

読書体験は、大人になって必ず心の支えになると

いうことを、お話になられました。

本の好きな中学生、図書館に集まれ～

第２回中学生ビブリオバトル

  10 月５日（土）には、市立図

書館２階 AVホールで「第２回中

学生ビブリオバトル」を開催し

ました。

当日は、市内の９名の中学生（発表者）が、

自分の好きな本を持ち寄って、順番にその本

を紹介しました。各自の発表の後に、約５０

名の参加者全員でその発表に関する質疑応答

を行い、すべての発表が終了した後に、「どの

本が一番読みたくなったか？」という観点で

投票を行いました。

今回、最も票を集め、参加者の心を読んで

みたいと揺り動かした「チャンプ本」は、谷

山中学校 ３年生 鶴愛寿美さんが紹介した

「ぶたぶたカフェ」（著者：矢崎存美 出版：

光文社）でした。

どの中学生も、聞き手を意識しながら工夫

を凝らして本を紹介しており、ディスカッシ

ョンでも様々な質問に対して、堂々とした態

度で適切に応答していました。また、今回は

司会・進行も中学生が務め、中学生の手によ

る充実したビブリオ大会になりました。
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おはなし会（実演演目）

詩 「あいさつ へびいちのすけ」くどうなおこ

絵本「リズム」まさごひであき/え

絵本「もりのなか」マリー・ホール・エッツ/ぶん

         まさきるりこ/やく

わらべうた♪ こんこん小山のメンメン、スース―

わらべうた♪ おてぶしてぶし

絵本「こっぷ」 谷川俊太郎/文 今村昌昭/写真

絵本「かいじゅうたちのいるところ」

           モーリス・センダック/作

           神宮輝夫/訳

わらべうた♪ いものにたの

かぞえうた♪ ひとつどんぐり

わらべうた♪ どんぐりころちゃん

【読み聞かせを熱心に聞く参加者】

【大会終了後の記念撮影】

【中学生ビブリオバトル歴代チャンプ本】



♪ １０月行事 ♪

☆ 図書館実習・職場体験学習☆

９月は、鹿児島女子短期大学から２名の学生さ

んが図書館実習に、桜丘中学校から３人の生徒さ

んが職場体験学習に来られました。

それぞれ、自分から仕事を見つけ、全力で実習

に励んでい

ました。

利用者の

皆様にもお

世話になり

ました。あり

がとうござ

いました。

    

  

                                                                  

２ 水 教育週間展（～２８日）

３ 木 おはなしのじかん

５ 土
がらがらどんおはなし会

第２回中学生ビブリオバトル

１０ 木 おはなしのじかん

１１ 金 あかちゃんのためのおはなし会

１２ 土 キッズタイム「りとるコアラ」

１７ 木 おはなしのじかん

１９ 土
がらがらどんおはなし会

キッズタイム「ほっと ネ!！」

２４ 木 おはなしのじかん

２５ 金 あかちゃんのためのおはなし会

２６ 土 さつまっ子読書まつり

３０ 水 読書ゆうびん展（～１１月２５日）

３１ 木 おはなしのじかん

『定年後の勉強法』

（ちくま新書）

和田 秀樹 著

筑摩書房

（３７９．７ワ）

定年後の勉強法で重視されるの

は、知識のインプットではなくア

ウトプット。新たな人や知識に触

れて思考していけば、老化を防ぎ、

充実して生きることが可能とな

る。記憶術、思考力など、その具

体的な方法論に迫る一冊。

『勉強法の科学

   心理学から学習を探る』

（岩波科学ライブラリー）

市川伸一 著

岩波書店

（Y371．４イ）

どうしたらうまく覚えられ

る？やる気を出すにはどうす

る？人間の記憶の仕組みや、物

事を理解するときの知識の使わ

れ方などを、教育心理学者がわ

かりやすく解説。

勉強は、コツがつかめれば楽

しくなる。

『みちのく怪談コンテスト

傑作選 ２０１１』

高橋克彦・赤坂憲雄・東雅夫編

有限会社 荒蝦夷

     （F ミチ）

怪異譚
か い い た ん

から幻想物語まで、すべ

て彩りが違う、妖しさが異なるみ

ちのく怪談の世界。第 2 回「み

ちのく怪談コンテスト」から選ば

れた全１１９編を収録する。受賞

作・入賞作発表・選考会リポート

も掲載。

一般書貸出ベスト 10 （10 月４日現在）

【文 学】

１ 欠落        今野  敏   講談社

２ 望郷        湊 かなえ 文藝春秋

３ 高校入試      湊 かなえ  角川書店

４ 空飛ぶ広報室    有川  浩 幻冬舎

５ ホテルローヤル   桜木 紫乃   集英社

６ ドンナビアンカ   誉田 哲也   新潮社

７ ガソリン生活    伊坂 幸太 朝日新聞出版

８ 下町ロケット    池井戸 潤 小学館    

９ 虚像の道化師（「ガリレオ」）

  東野 圭吾 文藝春秋

10 ソロモンの偽証 第１部 事件

宮部みゆき   新潮社

※ ランキングの詳細は図書館HPにも掲載して

あります。

図書館文化講座
「薩英戦争」

今年は、薩英戦争から１５０年目になりま
す。薩英戦争をテーマに文化講座を行いますの

で、ぜひご参加ください。

日 時 1１月９日（土）１４時～１５時 30 分

講 師 肥後秀昭 氏（維新ふるさと館 歴史解説員）

演 題 「薩英戦争と薩摩の近代化」

定 員 ８０名（超えたら抽選）

申し込み 窓口の申込用紙を直接か、はがき、電話、

ファックス、E メールで住所、氏名、電話番号を 10

月 31 日までに市立図書館へ。

【読み聞かせに挑戦する生徒】


