
   

            

３日３日３日３日((((土土土土)15)15)15)15    ::::    30303030    ～～～～    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((((土土土土)14 )14 )14 )14 ::::    00000000    ～～～～    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)    

14141414 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) 

2222１日１日１日１日((((水水水水)16 : 00 )16 : 00 )16 : 00 )16 : 00 ～～～～ 読み聞かせサークル「ムク」 

                                (1 階おはなしのくに) 

 スタンプラリー「図書館で旅する七大陸」 

２４日２４日２４日２４日((((土土土土)15)15)15)15：：：：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)    

    

    

３３３３日日日日((((土土土土)15)15)15)15    ::::    30303030    ～～～～    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((((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階会議室) 

    
        

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

        

    

    

        

    

    

    

    

    

    

     

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    

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 2・3 月 

                   

1111    2222 月月月月 2222５５５５日（日（日（日（日日日日））））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    ３月１７日（土）３月１７日（土）３月１７日（土）３月１７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 

２２２２    
月月月月    

３３３３    

月月月月    

２２２２    

月月月月 

宜野湾市民図書館   平成 29 年 第 214 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    

 

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    

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    

 

３３３３
月月月月    １月２４日(水) ～ ２月２１日(水) 

宜野湾市内小中学校読書感想画作品展 

２月 １日(木) ～ ２月１４日(水) バレンタイン特集 

3 月 10 日(土) 連続講演 発達障がい（自閉症）を知る 第３回 

３月１２日(月) ～ ３月３１日(土) 

図書館資料特別整理期間及び、システム入れ替えのため休館 

３月は特別整理期間で休館となるため、上記日程以外の 
おはなし会をお休みさせていただきます。 



                                          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
こどものともこどものともこどものともこどものとも年中向年中向年中向年中向きききき    『『『『セーターパパセーターパパセーターパパセーターパパ』』』』    

小林陽子小林陽子小林陽子小林陽子／／／／文文文文    たしろちさとたしろちさとたしろちさとたしろちさと／／／／絵絵絵絵    
おうちにいないパパおうちにいないパパおうちにいないパパおうちにいないパパ

のかわりにのかわりにのかわりにのかわりに、、、、パパのパパのパパのパパの

セーターをきたユウセーターをきたユウセーターをきたユウセーターをきたユウ

タくんはセーターパタくんはセーターパタくんはセーターパタくんはセーターパ

パになっちゃったパになっちゃったパになっちゃったパになっちゃった！！！！    

『『『『カレーライスをカレーライスをカレーライスをカレーライスを一一一一からつくるからつくるからつくるからつくる』』』』    
前田亜紀前田亜紀前田亜紀前田亜紀／／／／著著著著    

野菜野菜野菜野菜・・・・肉肉肉肉・・・・調味料調味料調味料調味料・・・・米米米米・・・・

皿皿皿皿、、、、カレーライスのカレーライスのカレーライスのカレーライスの材材材材

料料料料をををを一一一一からつくる９からつくる９からつくる９からつくる９

ヵヵヵヵ月間月間月間月間のののの記録記録記録記録。。。。さぁさぁさぁさぁ、、、、

どんなカレーライスどんなカレーライスどんなカレーライスどんなカレーライス

ができるかなができるかなができるかなができるかな？？？？    

『『『『風風風風かたかかたかかたかかたか』』』』        三上智恵三上智恵三上智恵三上智恵／／／／著著著著    
2012201220122012 年年年年にににに制作制作制作制作されされされされ

たたたた、、、、ドキュメンタリドキュメンタリドキュメンタリドキュメンタリ

ーーーー番組番組番組番組「「「「標的標的標的標的のののの島島島島」」」」

のののの撮影記撮影記撮影記撮影記。。。。    

作者作者作者作者のののの強強強強いいいい思思思思いがいがいがいが

書書書書かれたかれたかれたかれた一冊一冊一冊一冊ですですですです。。。。    

『『『『ラクしてちゃんとラクしてちゃんとラクしてちゃんとラクしてちゃんと！！！！    
「「「「水水水水だしだしだしだし」＆「」＆「」＆「」＆「野菜水出野菜水出野菜水出野菜水出しししし」』」』」』」』    

材料材料材料材料をををを一晩一晩一晩一晩、、、、水水水水につにつにつにつ

けておくだけけておくだけけておくだけけておくだけ！！！！    

「「「「水水水水だしだしだしだし」」」」でだしでだしでだしでだし革革革革

命命命命！！！！楽楽楽楽してちゃんしてちゃんしてちゃんしてちゃん

とととと、、、、おいしいおいしいおいしいおいしい暮暮暮暮らしらしらしらし

始始始始めましょうめましょうめましょうめましょう！！！！    

    

武蔵裕子武蔵裕子武蔵裕子武蔵裕子／／／／著著著著    

『『『『撮撮撮撮ってはいけないってはいけないってはいけないってはいけない』』』』    
飯野飯野飯野飯野たからたからたからたから／／／／著著著著    

そのそのそのその写真大丈夫写真大丈夫写真大丈夫写真大丈夫ですですですです

かかかか？？？？一瞬一瞬一瞬一瞬のシャッタのシャッタのシャッタのシャッタ

ーチャンスをーチャンスをーチャンスをーチャンスを一生一生一生一生のののの

後悔後悔後悔後悔にしないためにしないためにしないためにしないため

にににに！！！！    

『『『『太陽太陽太陽太陽とととと乙女乙女乙女乙女』』』』    
森見登美彦森見登美彦森見登美彦森見登美彦／／／／著著著著    

「「「「眠眠眠眠るるるる前前前前にににに読読読読むべきむべきむべきむべき

本本本本」」」」そんなそんなそんなそんな本本本本をつくをつくをつくをつく

ってみたいとってみたいとってみたいとってみたいと思思思思ってってってって

きたきたきたきた。。。。デビューからデビューからデビューからデビューから

１４１４１４１４年初年初年初年初のエッセイのエッセイのエッセイのエッセイ

大全集大全集大全集大全集！！！！    



発達障がい(自閉症)を知る 第３回 

   

２月１日（木）～２月１４日（水） 

宜野湾市内小中学生の読書感想画から、平成２９年度読書感想画 

中部地区コンクールにおける優秀賞作品を展示いたします。 

１月２４日（水）～２月２１日（水） 

HAPPY VALENTINE’S DAY 

バレンタイン特集 

１月２４日（水）～ ２月 ５日（月）嘉数・真志喜中校区 

２月 ８日（木）～ ２月２１日（水）宜野湾・普天間中校区 

※※※※撮影撮影撮影撮影はごはごはごはご遠慮遠慮遠慮遠慮くださいくださいくださいください。。。。    

展示場所：１階 カウンター前 
今年もやってきました！バレンタインデー！ 

図書館では大切な人へ贈りものをする、あなたを応援しています！ 

お菓子づくりの本やラッピング本、恋のお話、CD などを取りそろえています。 

さらに、鳥居もご用意しました！思いを込めてメッセージを書いてね！ 

場所：１階入り口前 

宜野湾市内小・中学校 

読書感想画作品展 

３月１０日（土） 

発達障がいの特性と対応を正しく理解するための講演です。 

内容は「問題行動に対する適切な対応を学ぶ③ 

～性に関する障害を伴う事例を中心に～」となります。 

第１、２回講演を受けていない方でも受講可能です。 

場所：２階 カルチャーホール  時間：１４：００～１６：００ 



22,757 (641) 冊 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         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。。。。 

    １１１１１１１１月月月月(開館日数 24) 1111２２２２月月月月(開館日数 22) 

    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 123 (3) 人 7,139 (79)人 25,573 (696) 冊 109 (2) 人 6,273 (56)人  

        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 

宜野湾市民図書館  平成 29 年 2 月・3 月号 

図書館Ｑ＆Ａコーナー 

貸出冊数についてのお知らせ 

図書館資料特別資料整理日により、長期間休館いたします。 

それに伴い、 

２２２２月月月月２６２６２６２６日日日日（（（（月月月月））））よりよりよりより図書図書図書図書のののの貸出冊数貸出冊数貸出冊数貸出冊数がががが上限上限上限上限１０１０１０１０冊冊冊冊となります。 

なお、雑誌雑誌雑誌雑誌、、、、視聴覚資料視聴覚資料視聴覚資料視聴覚資料のののの貸出点数貸出点数貸出点数貸出点数はははは通常通通常通通常通通常通りりりりとなります。 

ご了承ください。 

Ｑ 図書館でコピー機を使いたい！ 
 

A. 図書館のコピー機を使用(有料)する際は、複写申込書を記入の上、職員にお渡しください。 
また、コピーできるものは、調査研究が目的であり、宜野湾市⺠図書館が所有している資料 
に限られております。著作権の関係上、コピーには制限がかけられていますので、詳しくは 
職員にご質問ください。 

 
 
Ｑ 図書館資料特別整理期間って何をしているの？ ⻑い間、閉めすぎじゃない？ 
 
A. 図書館資料特別整理期間において、図書館内すべての蔵書点検や不明本の捜索などを⾏います 

宜野湾市⺠図書館には約３２万冊の図書など膨⼤な数の資料があり、その全てを整理するため 
お時間をいただいております。今年度は、図書館システムが入れ替わるので確認作業もあり、 
例年より⻑い休館（H30.3.12〜3.31）となっております。 
皆さまのご理解、ご協⼒をお願いいたします。 


