
   

    

    

    

    

    

    

    

    

        

 

    

        

    

    

    

    

    

    

     

1111１１１１2222 月月月月 23232323 日（日（日（日（土土土土））））9:009:009:009:00～～～～    宜野湾市保健相談センター宜野湾市保健相談センター宜野湾市保健相談センター宜野湾市保健相談センター    

1111    １月２１月２１月２１月２0000 日（土）日（土）日（土）日（土）9:009:009:009:00～～～～    宜野湾市保健相談センター宜野湾市保健相談センター宜野湾市保健相談センター宜野湾市保健相談センター    

ブックスタートブックスタートブックスタートブックスタートのお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ    

はブックスタート実施日です 

はお休みです   はおはなし会です 

    

２日２日２日２日(((( 土土土土)15:30)15:30)15:30)15:30～～～～    としょかんのおにいさん・おねえさんとしょかんのおにいさん・おねえさんとしょかんのおにいさん・おねえさんとしょかんのおにいさん・おねえさん    

(1 階おはなしのくに)    

９９９９日日日日(((( 土土土土)14)14)14)14:00:00:00:00～～～～    おはなし木の会おはなし木の会おはなし木の会おはなし木の会    

                                (2 階展示室)    
1111３３３３日日日日((((水水水水)11:00)11:00)11:00)11:00～～～～    読み聞かせボランティア読み聞かせボランティア読み聞かせボランティア読み聞かせボランティア    

                                                                                                                                                                            (1 階おはなしのくに) 

       16161616 日日日日((((土土土土)15:30)15:30)15:30)15:30～～～～麦の穂・図書館合同クリスマスおはなし会麦の穂・図書館合同クリスマスおはなし会麦の穂・図書館合同クリスマスおはなし会麦の穂・図書館合同クリスマスおはなし会    

                                                                                                 (1 階おはなしのくに)    

20202020 日日日日((((水水水水)16)16)16)16:00:00:00:00～～～～    読み聞かせサークル「ムク」読み聞かせサークル「ムク」読み聞かせサークル「ムク」読み聞かせサークル「ムク」    

                                (1 階おはなしのくに)    
    

    

６６６６日日日日(((( 土土土土)15:30)15:30)15:30)15:30～～～～    としょかんのおにいさん・おねえさんとしょかんのおにいさん・おねえさんとしょかんのおにいさん・おねえさんとしょかんのおにいさん・おねえさん    

                                                                                        (1 階おはなしのくに)    
10101010 日日日日((((水水水水)1)1)1)1１１１１:00:00:00:00～～～～    読み聞かせボランティア読み聞かせボランティア読み聞かせボランティア読み聞かせボランティア    

                                (1 階おはなしのくに) 

13131313 日日日日((((土土土土)1)1)1)1４４４４:00:00:00:00～～～～    おはなしの木の会おはなしの木の会おはなしの木の会おはなしの木の会     

(２階展示室) 

17171717 日日日日((((水水水水))))16:0016:0016:0016:00～～～～    読み聞かせサークル「ムク」読み聞かせサークル「ムク」読み聞かせサークル「ムク」読み聞かせサークル「ムク」    

           (１階おはなしのくに) 

     27272727 日日日日((((土土土土)15:00)15:00)15:00)15:00～～～～    読み聞かせボランティア読み聞かせボランティア読み聞かせボランティア読み聞かせボランティア    

                                (1 階おはなしのくに) 

    

１１１１    

月月月月    

１１１１２２２２    

月月月月 

おはなし会のおしらせおはなし会のおしらせおはなし会のおしらせおはなし会のおしらせ    

日日日日    月月月月    火火火火    水水水水    木木木木    金金金金    土土土土    

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

 

日日日日    月月月月    火火火火    水水水水    木木木木    金金金金    土土土土    

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       

としょかんカレンダー 12・1 月 

                   

 
※※※※詳詳詳詳しくはチラシをごしくはチラシをごしくはチラシをごしくはチラシをご覧覧覧覧くださいくださいくださいください。。。。    

１１１１２２２２    
月月月月    

イベント・講演会のお知らせイベント・講演会のお知らせイベント・講演会のお知らせイベント・講演会のお知らせ    

１１１１
月月月月    11 月 25 日（土）～ 12 月 27 日（水）クリスマス特集 

12 月 16 日（土）麦の穂・図書館合同クリスマス会 

12 月 23 日（土）人形げきだんトロイメライのクリスマス会 

1 月 4 日（木）～ 1 月 18 日（木） 本の福袋 

1 月下旬 ～ 平成２９年度宜野湾市内小・中学校読書感想画展 

宜野湾市民図書館   平成 29 年 第 213 号 図書館だより図書館だより図書館だより図書館だより    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
新刊は他にもございます。ホームページや 

図書館内新刊コーナーにあるリストをご覧ください。 

一般

郷土 移動図書館

じどう

『『『『筆筆筆筆ペンでペンでペンでペンで書書書書くくくく戌年戌年戌年戌年のゆるのゆるのゆるのゆる文字年賀状文字年賀状文字年賀状文字年賀状』』』』    

宇田川 一美／著 

おおおお世話世話世話世話になったになったになったになった方方方方やややや

おおおお友達友達友達友達、、、、離離離離れてれてれてれて暮暮暮暮らすらすらすらす

ごごごご家族家族家族家族にゆるにゆるにゆるにゆる文字年文字年文字年文字年

賀状賀状賀状賀状をををを送送送送ってみませってみませってみませってみませ

んかんかんかんか？？？？     

『『『『琉球菓子琉球菓子琉球菓子琉球菓子』』』』        安次富 順子／著    

琉球琉球琉球琉球時代時代時代時代からからからから現代現代現代現代

までまでまでまで、、、、継承継承継承継承されてきされてきされてきされてき

たたたた菓子菓子菓子菓子。。。。今今今今ではあまではあまではあまではあま

りりりり見見見見ることのることのることのることの出来出来出来出来

ないないないない菓子菓子菓子菓子などなどなどなど琉球琉球琉球琉球

独特独特独特独特のののの菓子菓子菓子菓子のののの歴史歴史歴史歴史

とととと作作作作りりりり方方方方がががが詳詳詳詳しくしくしくしく

説明説明説明説明されていますされていますされていますされています。。。。    

『『『『くだものさがしものくだものさがしものくだものさがしものくだものさがしもの』』』』    

はらぺこめがね／作・絵    

くだもののなかくだもののなかくだもののなかくだもののなか

にににに、、、、なにかがなにかがなにかがなにかが    

かくれているよかくれているよかくれているよかくれているよ！！！！

さぁさぁさぁさぁ、、、、みんなでさみんなでさみんなでさみんなでさ

がしてみようがしてみようがしてみようがしてみよう！！！！    

『『『『教場教場教場教場     ００００』』』』        長岡 弘樹／著    

キャリアキャリアキャリアキャリア 3333 年目年目年目年目のののの
刑事刑事刑事刑事がががが入門者入門者入門者入門者となとなとなとな
りりりり、、、、鬼教官風間鬼教官風間鬼教官風間鬼教官風間のののの
もとでもとでもとでもとで実際実際実際実際のののの事件事件事件事件
をををを捜査捜査捜査捜査していくしていくしていくしていく。。。。
人気人気人気人気シリーズシリーズシリーズシリーズのののの第第第第
３３３３作目作目作目作目！！！！    

『『『『ミシンなしでかんたんミシンなしでかんたんミシンなしでかんたんミシンなしでかんたん！！！！季節季節季節季節のののの手芸手芸手芸手芸    冬冬冬冬』』』』    

C・Ｒ・Ｋdesign ／著     
『『『『中学生中学生中学生中学生のののの悩悩悩悩みごとみごとみごとみごと』』』』     

高濱 正伸・大塚 剛史／著 

ミシンなしでかんミシンなしでかんミシンなしでかんミシンなしでかん

たんにたんにたんにたんに、、、、ツリーツリーツリーツリーやサやサやサやサ

ンタさんンタさんンタさんンタさん十二支十二支十二支十二支
じ ゅう にし

のののの

ポンポンをつくっポンポンをつくっポンポンをつくっポンポンをつくっ

てみようてみようてみようてみよう！！！！    

だれもがだれもがだれもがだれもが直面直面直面直面することすることすることすること

だけどだけどだけどだけど人人人人にはにはにはにはいえないいえないいえないいえない

悩悩悩悩みやみやみやみや不満不満不満不満をををを、、、、著者著者著者著者がががが

キレイごとではなくキレイごとではなくキレイごとではなくキレイごとではなく、、、、

本音本音本音本音でででで答答答答えているえているえているえている一冊一冊一冊一冊

ですですですです。。。。 



  

１１月２５日（土）～１２月２７日（水）  1 階入口側 
 

クリスマスの絵本やクリスマス料理の本などを、かわいい装飾とともに 

展示します！サンタさんへのおねがいごとを書いてツリーに貼ることもで

きるよ！ご家族でぜひ、ご来館下さい。 

１２月１６日（土）１５：３０ ～ 
おはなしのくに 
 

絵本を楽しむ会 麦の穂と 

図書館職員合同おはなし会を 

開催！ 

１２月２３日（土）１３：００～ 
２階カルチャーホール 
 

人形げきだん トロイメライがやっ

てくる！お友達や家族と人形劇を

見に来てね！ 

本の福袋 

２～３冊の本をジャンルごとに福袋につめこみました！ 

何の本が入っているかは、開けてからのおたのしみ！ 

新年最初の読書にいかがですか？ 
１階 入口側 

１月４日（木）～１月１８日（木） 

クリスマス関連イベント 

クリスマスに関する図書や展示、読み聞かせを
行います！ 

１月下旬 

読書感想画展 
宜野湾市内小中学生の読書感想画から入賞以上の作品を展示

いたします。子ども達のすばらしい作品をご覧いただける機会

です。ぜひ、ご来館ください！詳細は別紙にてお知らせいたします。 
平成２９年度宜野湾市内⼩・中学校 



 

  

 

25,829 (742) 人 

 

                                 

 

 

 

 

    

    

平成平成平成平成 29292929 年年年年    利用状況利用状況利用状況利用状況    （（（（    ））））内内内内はははは、、、、団体団体団体団体のののの数数数数ですですですです。。。。 

    9999 月月月月(開館日数 23) 10101010 月月月月(開館日数 23) 

    登録者数登録者数登録者数登録者数    利用者数利用者数利用者数利用者数    貸出冊数貸出冊数貸出冊数貸出冊数    登録者数登録者数登録者数登録者数    利用者数利用者数利用者数利用者数    貸出冊数貸出冊数貸出冊数貸出冊数    

合計合計合計合計 105 (0) 人 7,179 (95)人 25,300 (732) 冊 140 (0) 人 7,235 (70)人  

１１１１    

月月月月    

        宜野湾市民図書館宜野湾市民図書館宜野湾市民図書館宜野湾市民図書館

〒〒〒〒901901901901----2214221422142214    沖縄県宜野湾市我如古沖縄県宜野湾市我如古沖縄県宜野湾市我如古沖縄県宜野湾市我如古三三三三丁目丁目丁目丁目 4444 番番番番 10101010 号号号号    

【【【【TELTELTELTEL】】】】            （（（（098098098098））））897897897897----4646464646464646
よ む よ む

        【【【【FAXFAXFAXFAX】（】（】（】（098098098098））））897897897897----5642564256425642    

【【【【URLURLURLURL】】】】            http://www.city.ginowan.okinawa.jp/organization/shimintoshokanhttp://www.city.ginowan.okinawa.jp/organization/shimintoshokanhttp://www.city.ginowan.okinawa.jp/organization/shimintoshokanhttp://www.city.ginowan.okinawa.jp/organization/shimintoshokan/1219.html/1219.html/1219.html/1219.html 

資料特別整理期間 変更のお知らせ 

２月に予定していました特別整理期間が３月に変更となりました。 

期間は３月１２日（月）～３月３１日（土）となります。 

利用者の皆さまにはご不便をおかけしますが、ご理解の程宜しく 

お願い致します。 

宜野湾市民図書館  平成 29 年 12 月・1 月号 

おはなし会スタンプラリー 

「図書館で旅する七大陸」 
2017.11.18(土)～2018.3.31（土） 

沖縄県内７つの図書館が外国・異文化をテーマに読み聞かせを行います！ 

いろんな国のお話をきいてスタンプをゲットしよう！ 

パスポートがスタンプでいっぱいになったら、ＪＩＣＡ

沖縄図書資料室へＧＯ！プレゼントがあるよ！ 

★スタンプラリーに参加するには★ 

1 パスポート（スタンプラリー台紙）を JICA 沖縄図書資料室か各図書館で 

もらおう！  ※宜野湾市⺠図書館図書館では、おはなし会当日も受け取りできます。 

2 図書館のおはなし会に参加しよう！ 

3 おはなし会の最後に、スタンプをもらってね。 

宜野湾市民図書館開催日 

１月６日（土）１５：３０～１月６日（土）１５：３０～１月６日（土）１５：３０～１月６日（土）１５：３０～    ・・・・    ２月２４日（土）１５：００～２月２４日（土）１５：００～２月２４日（土）１５：００～２月２４日（土）１５：００～    

上記の日程以外の読み聞かせでは、スタンプがもらえませんのでお気を付けください。 
 

他の図書館の実施日や詳しい内容は、宜野湾市民図書館内に掲示しているポスター(ちらし)

や JICA 沖縄のホームページ、または JICA 沖縄図書資料室にお問い合わせください。 


