
   

    

    

    

11111111 日日日日((((水水水水)11)11)11)11    ::::    00000000    ～～～～    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) 

14141414 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) 

18181818 日日日日((((水水水水)16)16)16)16    ::::    00000000    ～～～～    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) 

21212121 日日日日((((土土土土))))10101010：：：：33330 0 0 0 ～～～～図書館長と長田児童館長によるお話会図書館長と長田児童館長によるお話会図書館長と長田児童館長によるお話会図書館長と長田児童館長によるお話会 

(1 階おはなしのくに)    

28282828 日日日日((((土土土土)11)11)11)11：：：：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)    

    

    

５５５５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) 

9999 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)    
1111２２２２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階カルチャーホール) 

  16161616 日日日日((((水水水水)16 )16 )16 )16 ::::    00000000    ～～～～    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) 

26262626 日日日日((((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) 

                                                                                    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      

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 ４・５月 

                   

1111    ４４４４月月月月１１１１５５５５日（日（日（日（日日日日））））9:009:009:009:00～～～～    宜野湾市宜野湾市宜野湾市宜野湾市保健相談センター保健相談センター保健相談センター保健相談センター    

1111    ５５５５月月月月２０日（日２０日（日２０日（日２０日（日））））9:009:009:009:00～～～～    宜野湾市宜野湾市宜野湾市宜野湾市保健相談センター保健相談センター保健相談センター保健相談センター    

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 

４４４４    
月月月月    

５５５５    

月月月月    

４４４４    

月月月月 

宜野湾市民図書館  平成 30 年度 第 215 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    

イイイイベント・講演会のお知らせベント・講演会のお知らせベント・講演会のお知らせベント・講演会のお知らせ    

 
５５５５
月月月月    ４月１９日（木）～ ５月１４日（月） りっかりっか図書館 

４月２８日（土）講演会 

「読書がもたらす脳の成長と発達心理学」 

５月 ５日（土）    子どもの日臨時開館＆特別上映会 

５月１０日（木）～   読み聞かせボランティア養成講座 

５月１２日（土）～   雑誌リサイクルフェア 

 



                                          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
『『『『あっぱれあっぱれあっぱれあっぱれ！！！！ぱくっぱくっぱくっぱくっ』』』』    

せきせきせきせき    ゆうこゆうこゆうこゆうこ／／／／著著著著    
くいしんぼうのくいしんぼうのくいしんぼうのくいしんぼうの    

ぱくちゃんがぱくちゃんがぱくちゃんがぱくちゃんが    

きせつのたべものをきせつのたべものをきせつのたべものをきせつのたべものを

ぱくっぱくっぱくっぱくっ！！！！ぱくっぱくっぱくっぱくっ！！！！    

おいしいおはなしおいしいおはなしおいしいおはなしおいしいおはなし    

いただきますいただきますいただきますいただきます！！！！    

『『『『世世世世にもおそろしいフクロウおばさんにもおそろしいフクロウおばさんにもおそろしいフクロウおばさんにもおそろしいフクロウおばさん』』』』    
デイヴィット・ウォリアムズデイヴィット・ウォリアムズデイヴィット・ウォリアムズデイヴィット・ウォリアムズ／／／／作作作作    

三辺律子三辺律子三辺律子三辺律子／／／／訳訳訳訳    
朝朝朝朝おきるとおきるとおきるとおきると、、、、何何何何もかももかももかももかも

がががが静静静静まりかえっていまりかえっていまりかえっていまりかえってい

たたたた。。。。世界一世界一世界一世界一いじわるないじわるないじわるないじわるな

アルバータおばさんアルバータおばさんアルバータおばさんアルバータおばさん

とステラのハラハラとステラのハラハラとステラのハラハラとステラのハラハラ    

ドキドキのドキドキのドキドキのドキドキの攻防戦攻防戦攻防戦攻防戦！！！！    

『『『『安室奈美恵安室奈美恵安室奈美恵安室奈美恵    超歌姫伝説超歌姫伝説超歌姫伝説超歌姫伝説    
                ～～～～アムラーアムラーアムラーアムラーよりよりよりより愛愛愛愛をこめてをこめてをこめてをこめて～～～～』』』』    

アムラーウォッチァーアムラーウォッチァーアムラーウォッチァーアムラーウォッチァー編集部編集部編集部編集部／／／／編編編編    
熱烈熱烈熱烈熱烈なアムラーがなアムラーがなアムラーがなアムラーが

安室奈美恵安室奈美恵安室奈美恵安室奈美恵のののの伝説伝説伝説伝説

をまとめたをまとめたをまとめたをまとめた一冊一冊一冊一冊    

これをこれをこれをこれを読読読読めばめばめばめば    

アムロスからアムロスからアムロスからアムロスから解放解放解放解放

されるされるされるされる！！！！かもかもかもかも？？？？    

    

『『『『かものはしくんのわすれものかものはしくんのわすれものかものはしくんのわすれものかものはしくんのわすれもの』』』』    
かないずみかないずみかないずみかないずみ    さちこさちこさちこさちこ／／／／さくさくさくさく     

きょうはおばあちゃきょうはおばあちゃきょうはおばあちゃきょうはおばあちゃ

んのたんじょうびんのたんじょうびんのたんじょうびんのたんじょうび！！！！

プレゼントをとどけプレゼントをとどけプレゼントをとどけプレゼントをとどけ

にいくカモノハシくにいくカモノハシくにいくカモノハシくにいくカモノハシく

んはよりみちばかんはよりみちばかんはよりみちばかんはよりみちばか

りりりり。。。。そのたびにわすそのたびにわすそのたびにわすそのたびにわす

れものをしてしまれものをしてしまれものをしてしまれものをしてしま

い・・・い・・・い・・・い・・・    

『『『『作作作作りおきなしりおきなしりおきなしりおきなし！！！！朝朝朝朝１０１０１０１０分分分分！！！！考考考考えないおえないおえないおえないお弁当弁当弁当弁当』』』』    
重信初江重信初江重信初江重信初江／／／／著著著著    『『『『面白面白面白面白くてくてくてくて眠眠眠眠れなくなるれなくなるれなくなるれなくなる宗教学宗教学宗教学宗教学』』』』    

中村圭志中村圭志中村圭志中村圭志／／／／著著著著    
１シーズン１０１シーズン１０１シーズン１０１シーズン１０品品品品をををを覚覚覚覚

えるだけえるだけえるだけえるだけ！！！！作作作作りりりり置置置置きはきはきはきは

なしなしなしなし！！！！朝朝朝朝１０１０１０１０分分分分でつくでつくでつくでつく

れるれるれるれる！！！！    

春春春春からからからから、、、、おおおお弁当弁当弁当弁当デビューデビューデビューデビュー

のののの方方方方にオススメですにオススメですにオススメですにオススメです！！！！    

宗教宗教宗教宗教ってなんだろうってなんだろうってなんだろうってなんだろう？？？？    

恐恐恐恐いものいものいものいもの？？？？    

どんなものなのどんなものなのどんなものなのどんなものなの？？？？    

学問学問学問学問としてのとしてのとしてのとしての宗教宗教宗教宗教をををを    

まずはまずはまずはまずは、、、、このこのこのこの本本本本でででで勉強勉強勉強勉強しししし

てみませんかてみませんかてみませんかてみませんか？？？？        



  

 

５月５日（土） 

絵本の読み聞かせが、子どもの脳にどのような影響を与えるか 

琉球大学名誉教授の富永大介先生をお呼びして講演会を行います。 

どなたでも参加 OK！多くの方の参加をお待ちしております。 

４月２８日（土） 

読書がもたらす脳の成長と発達心理

子どもの日特別上映会 

５月５日、子どもの日に特別上映会子どもの日に特別上映会子どもの日に特別上映会子どもの日に特別上映会を開催開催開催開催します！ 

今回、上映するのは『『『『くまのアーネストおじさんとセレスティーヌくまのアーネストおじさんとセレスティーヌくまのアーネストおじさんとセレスティーヌくまのアーネストおじさんとセレスティーヌ』』』』    

ずんぐり太ったくまのアーネストおじさんとねずみのセレスティーヌは 

お友達になりますが、それが原因でくまとねずみの世界は大騒ぎ。 

ふたりは、どうなってしまうのでしょうか？ 

時間時間時間時間：：：：11111111 時時時時    ～～～～    12121212 時時時時 30303030 分分分分        場所場所場所場所：：：：２２２２階階階階カルチャーホールカルチャーホールカルチャーホールカルチャーホール    

５月１２日（土）～５月２０日（日） 

雑誌リサイクルフェアのお知らせ 

保存期限が切れた雑誌を、利用者の皆さまにご提供いたします。 

数に限りがございます。無くなり次第終了となりますので、ご了承ください 

時間：10:00 ～ 17：00  場所：２階展示室 

４月１９日（木）～５月１４日（月） 

りっかりっか としょかん！ 

４月３０日は図書館記念日です！それに伴いまして 

図書館のサービス、図書館職員が行う業務、宜野湾市民図書館 

について、分かりやすく展示やパネルでおつたえします！ 

場所：１階 カウンター前 

時間時間時間時間：：：：14141414：：：：00 00 00 00 ～～～～     16161616：：：：00000000        場所場所場所場所：：：：２２２２階階階階カルチャーホールカルチャーホールカルチャーホールカルチャーホール     

参加費参加費参加費参加費：：：：無料無料無料無料    定員定員定員定員：：：：６０６０６０６０人人人人    

事前申事前申事前申事前申しししし込込込込みがみがみがみが必要必要必要必要ですですですです。。。。    

図書館図書館図書館図書館へへへへ直接直接直接直接ごごごご来館来館来館来館いただくかいただくかいただくかいただくか、、、、おおおお電話電話電話電話でおでおでおでお申申申申しししし込込込込みくださいみくださいみくださいみください。。。。    

 

子どもの読書週間 関連企画 

子どもの読書週間 関連企画 

子どもの読書週間 関連企画 



読み聞かせボランティア養成講座 

 

 
 
               
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

     

平成平成平成平成 29292929 年年年年度度度度    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。。。。 

    １１１１月月月月(開館日数 22) ２２２２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 137 (0) 人 6,837 (82)人 24,579 (978) 冊 118 (0) 人 67,79 (65)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】】】】        https://lib.city.ginowan.okinawa.jp/opac/wopc/pc/pages/TopPage.jsphttps://lib.city.ginowan.okinawa.jp/opac/wopc/pc/pages/TopPage.jsphttps://lib.city.ginowan.okinawa.jp/opac/wopc/pc/pages/TopPage.jsphttps://lib.city.ginowan.okinawa.jp/opac/wopc/pc/pages/TopPage.jsp 

宜野湾市民図書館  平成 30 年度 4 月・5 月号 

24,295 (603) 冊 

図書館にて、読み聞かせについての講座を全５回開催いたします。 

講師をお呼びし、読み聞かせのコツや手遊び、 

実践方法などを教えていただきます。 

読み聞かせを学び、宜野湾市民図書館で 

ボランティアスタッフとして活動してみませんか？ 

詳細は別紙をご覧ください。 

５月１０日（木）～ ６月１４日（木） 

第第第第１１１１回回回回    ５５５５月月月月１０１０１０１０日日日日（（（（木木木木））））            第第第第２２２２回回回回    ５５５５月月月月１７１７１７１７日日日日（（（（木木木木））））    

第第第第３３３３回回回回    ５５５５月月月月３１３１３１３１日日日日（（（（木木木木））））            第第第第４４４４回回回回    ６６６６月月月月    ７７７７日日日日（（（（木木木木））））    

第第第第５５５５回回回回    ６６６６月月月月１４１４１４１４日日日日（（（（木木木木））））    

時間時間時間時間：：：：１０１０１０１０：：：：３０３０３０３０～～～～１２１２１２１２：：：：３０３０３０３０    場所場所場所場所：：：：図書館図書館図書館図書館２２２２階階階階カルチャーホールカルチャーホールカルチャーホールカルチャーホール     
講座日程 


