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fらぴど ~I奮I コーナーのご紹介

図書室内に、

rJove. peace ・dream(愛・平和・夢〉らぴど文庫」

コーナーができました!

(平成11年坂本久光葬儀残金から、坂本孝子氏より頂いた文庫基金です)

生きて帰ってきたら!0すこの絵の続きを錨くから…一

安典はモデルをつとめてくれだ恋人にそういいのこして

戦地に発った。(窪島誠一郎『無言館』より〉

一一いま一度「平和」に想いを馳せてみませんか。一一

平成Li年芭今金町民七〉勺ー@書室未1)同案内

-関室日 ・水・木曜日 13 : 00~20 : 00 C夜間関窒日〕

金曜日 13:00~17:00 

.土・日曜B 9:00~17:00 

(ただし、 12:00~13:00は閉室しております〉

・休室B 0月・火曜日(祝日の揚合も休室しております〉

※火~日曜日の図書室関室時の本返却は、

1階事務室でも受け付けております。

;釜立図書館の2佐官出しのお争らせ

北海道立図書館所蔵の本300冊を借り

受けレ、それを町民センター図書室で貸

出ししています!

みな様の読書ライフをサポートします。

実用書・小説から児童書まで…-

この機会にぜひご利用ください*

※次回の入れ替えは11月です。

北海道立図書館市町村活動支媛事業

「大量一括貸出し」を活用しています。

~本のふれあいi!-

八雲で借りた本今金で返却できます!

。おはなしころり九{図書守おIi怠し会)<>

読み聞かせ・工作・歌などの体験

Aブvウス今一トA
3か月検診時絵本の読み聞かせ

プレゼントなど

口今金町移動図書館車くブvつン>口

本に親しむ機会の少ない地援を巡回

※E主同t幸運依しまきE※
一詳しくt事li¥..に

ボ伺い会わt主くだj:いー

C<>…おはなしころりん、ム…ブックスタート、口…移劃図書館車ブックン〕
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このコーナーでは、利用港の方々から本にまつわる出来事や怒いを寄ぜていただきますl
今回は f守生J(こ被占をあて、本への率直な患いを語っていただいています.

本とは・・・

今金中学校3年南部優 作

僕は本を読むのは好きだけど、やっぱりテレ

ビの方がおもしろい。でち、この考えが霞近変

わってきた。

* 
臼lマの生活の中で、嫌なことがあったりスト

レスが溜まっていたりする時は、すぐにテレビ

をつけて録画している番組を見て思いっきり笑

ったり、映画を見て感動しだりして気持ちをま

ぎらわせていた。でも、テレビ番組や映画には

“暗間"というものがある。見ているとおもレ

ろくであっという聞に時間が過ぎていき、楽し

かっ疋時間もすぐに終わってしまう。そんな時

に気付いたのが“本"という杏在だ。本は文字

の叙は決まっているが読む人によってスピード

が遣うので、早<読み終わる人もいれば時間を

かけてゆっくり読む人もいる。僕は早<読めな

いのでテレビとは違って楽しい時間はすぐには

終わらない。

~0Ð~9~'命~

それからは、今までは文房具を買いに行くだ

けだった后で自分でも読めそうな本を探してみ

るところから始めた。本を選んでいると、ある

一冊の本に目がとまった。それは「ハリー・ポ

ッター」。映画で伺回か見たことがあつだのでこ

れなら想像もしやすくて読めるかなと思い買っ

てみた。読んでみると、映画とは違った物語が

ありすごくおもしろかった。次にテレビでも映

画でも見たことのない本を読んでみた。文字か

ら内容を想像するのが少し難しかったが、それ

もおもしろい。こうしていくうちに本を読むこ

とが楽しくなっていった。

* 
本とは、文字を自分で読み、自分でその内容

を想像していく。読む人が遣うとまだ遣うもの

力T想像できる。本とはどれが正解でどれが正解

ではないということがない。

だから僕は本を読むのがおもレろい。

以ヒもあめ絵卒
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※家誌とは・・・2官接て詩書習慣を#
By. kawakami 
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読書とく乍支αまちとは・..

児童生徒の学力向上や望まし

い学習・生活習慣の定着に重点

を置き、創造力や表現力を賛い

集中して課題に取り組む力を

易に付けるため「読書と作文の

まちJを共通推進テーマとし、

「学校・家庭・地爆・行政J

それぞれの役割を明確にし広

く推進するもの。

予告!

~大人のEめのおはなし会~

今年度ち引き続き、「大人のための

おはなし会」を開催いたします。

なかなか体験することのない読み

聞かぜ……耳で文を感じ、目で絵

を感じる。より深く本を楽しむこ

とができますよ*

大人の万もぜひその良さを味わっ

てみてください。

日時・湯所等

随時お知らせレます。

お楽レみに女

ここでは、 f読書と作立のまちjの取組みをご紹介しますj

図書ポイント制「としょぽ」 ⑦

平成26年度の集計結果発表!

まちぐるみで楽しく読書活動に取り組むきっかけとなることを願い、借りた

図書1冊につき1ポイントすつポイントが貯まるシステム「とレょぽ」。

平成26年10月から始まり試験的に実施しました。平成26年度 (10月

~3月〉の集計が出ましたので結果を発表します (上位 10名〉

名前 種目リ ポイント合計

森川 1令 小学生 150 

舘田真紀 一般 150 

上
伊蕗健次 一般 150 

位
森 川 響 鈎兜 135 

野呂佳澄 小学生 100 
10 

野呂茜音 幼児 100 
名

外山ひより 幼児 100 

熊 j撃遥人 小学生 100 

小川永遠 幼児 100 

白山さくら IJ ¥学生 91 

町民センター図書室にとしょぽを提出した方1694名で、提出されたとしょ

ぽの総ポイント数を鍛えると4727ポイン卜でしだ。だくさんの方に取り

組んでいただいています。ありがとうございます。

としょぼは今年度も実施しておりますのでぜひご参加ください!

ω屯噂分~~訪日除ggG3a沿ω
ブックスター卜と色、地鼠ぐるみで子育てを応援レょう!という事業です。

今金町のすべての赤ちゃんと保護者を苅象とし、 3ヶ月児健診の際にブックスタートを行っています。

赤ちゃんと保護者のコミュニケーションを深めるきっかけ作りとして、手遊びゃ絵本の読み聞かせなどを紹介

し、絵本が入つだブックスタートパックをプレゼン卜しています。また、子育て)z援センターや町民センター

図書室など各施設の利用についてのお話ちしています。

ブックスタートは、地域の人たちが力を合わせて行う活動です。

Oブックスタートボランティア(好評のブックスタートパックを作製〉

O読み聞かせボランティア(給本の渡し手)

0社会福祉箇議会(ボランティアの調整〉

0子育て支緩センター〈手遊びなど子育て支援〉

O保健福祉課(健康を遇した子育てサポート〕

0教育委員会(読書を通しだ子育てサポート〉

等が連携し、赤ちゃんの幸せを綴いそれぞれの

専門性を活かしながら実施しています。

プヴウス今一ト(;:関するボラシティ?に開場のある方は、盟主主または社会福祉惚鐙会にお問ι

t"I152・21522 t"I152~SSワ
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このコーナーでは、図容すにある本の中からテーマに合わゼておすすめの本をご紹介しますl

今回のテーマは、 IR言書です.併と1持廿を紹介します.

ぜひとも読書の参宥にしてみてください*

rr:おおきくなったら』 『たいふうがくる』 『どろんこハリー』

ふくだとしお・ふくだあきこ みやこしあきこ ジーン・

ひよこは大きくなったらにわと 明日は家族で楽しいはすの海水

のlこー・・11むしはちょうちょに・ー j谷。台風の援近で少年の不安は

ありのぼくは…? モノクロの絵と相まって緊張が

Is¥の成長も大切だと感じさせて 走ります。 ちゃで可愛し1ハリー。

くれる司愛い総本です。 翌日の朝はー・・色の仕掛けが爽や 外に出ると自由だけどー.

かな余韻を残します。 やっぱり家が好き、
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l弓室交響

f郵便屋さんの嗣i
カレル・チャペック作

関沢明子訳

E華 本将 薗

郵便局が閉まっている

そこでなにが起こっているか

1てみてください…!

『ダレン・シャン』

Darren Shan 作

橋本恵訳

1&.人を助けるため、パンパイアと， 戦争の中、日

取引をして半パンパイアになっ

てしまうダレン少年。

予想ちできない展開でドキドキ

ハラハラ間違いなし!

ネ。その短い生涯

人物伝。

楽しく歴史の勉強ができま

*;セ与は賓用..を特集します*


