
 

  

    

    

    

2 2 2 2 日日日日((((土土土土))))    15151515    ::::    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) 

9 9 9 9 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 階展示ホール) 

11113333 日日日日((((水水水水) 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)    

20202020 日日日日((((水水水水))))    16161616    ::::    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) 

23232323 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)    

    

    

7 7 7 7 日日日日((((土土土土))))    15151515    ::::    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) 

11111111 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)    

14141414 日日日日((((土土土土))))    14141414    ::::    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    

                                (展示ホール) 

28282828 日日日日((((土土土土))))    15151515    : 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) 

    

0 

                                                                                    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 ６・７月 

                   

6666 月月月月        ３日（日）３日（日）３日（日）３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    

６６６６月月月月１１１１７７７７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    

７７７７月月月月２２２２２２２２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    

    

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 

６６６６    
月月月月    

７７７７    

月月月月    

６６６６    

月月月月 

宜野湾市民図書館  平成 30 年度 第 216 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    

 

７７７７
月月月月    6 月１３日 ～ ６月２７日 慰霊の日特集 

6 月２９日 ～ ７月９日  七夕企画 

7 月１８日 ～ ９月３日 夏休み宿題特集 

7 月２１日 ～ ９月２日 学習支援室 開設 

 



                                          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
『『『『キノキノとポキのふしぎなキノキノとポキのふしぎなキノキノとポキのふしぎなキノキノとポキのふしぎな    みみみみ    』』』』     

種村種村種村種村     有希子有希子有希子有希子・・・・種村種村種村種村    安希子安希子安希子安希子／／／／作作作作    
きのきのきのきの    おせわをおせわをおせわをおせわを    してしてしてして

いるキノキノとポキいるキノキノとポキいるキノキノとポキいるキノキノとポキ。。。。    

そこにわたりどりがそこにわたりどりがそこにわたりどりがそこにわたりどりが

とんできてとんできてとんできてとんできて    “ふん”“ふん”“ふん”“ふん”

をしちゃたをしちゃたをしちゃたをしちゃた！！！！どうしどうしどうしどうし

ようようようよう！！！！    

『『『『日曜日日曜日日曜日日曜日のののの王国王国王国王国』』』』        日向日向日向日向     理恵子理恵子理恵子理恵子／／／／作作作作        
学校学校学校学校にににに行行行行けなくなっけなくなっけなくなっけなくなっ

たたたた    まゆまゆまゆまゆ    はあるはあるはあるはある日日日日    

不思議不思議不思議不思議な“な“な“な“日曜日舎日曜日舎日曜日舎日曜日舎””””

というギャラリーをというギャラリーをというギャラリーをというギャラリーを

見見見見つけつけつけつけ、、、、そこでスケッそこでスケッそこでスケッそこでスケッ

チクラブにチクラブにチクラブにチクラブに入入入入ることることることること

になり・・・になり・・・になり・・・になり・・・    

『『『『沖縄沖縄沖縄沖縄ウエディングウエディングウエディングウエディング    パーフェクトパーフェクトパーフェクトパーフェクトＢＯＯＫＢＯＯＫＢＯＯＫＢＯＯＫ』』』』        
大人気大人気大人気大人気のののの沖縄沖縄沖縄沖縄ウエウエウエウエ

ディングディングディングディング！！！！    

予算予算予算予算やややや会場会場会場会場、、、、ゲストゲストゲストゲスト

へのへのへのへの対応対応対応対応などなどなどなど、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄

でででで結婚式結婚式結婚式結婚式をををを挙挙挙挙げるげるげるげる

ためにためにためにために必要必要必要必要なことなことなことなこと

がまとめられていがまとめられていがまとめられていがまとめられてい

ますますますます。。。。    

『『『『世界世界世界世界のかわいいのかわいいのかわいいのかわいい村村村村とととと街街街街』』』』    
パイパイパイパイ     インターナショナルインターナショナルインターナショナルインターナショナル／／／／編編編編    

絵本絵本絵本絵本のなかにのなかにのなかにのなかに    

出出出出てくるようなてくるようなてくるようなてくるような    

かわいいかわいいかわいいかわいい街並街並街並街並みやみやみやみや    

カラフルでカラフルでカラフルでカラフルで思思思思わずわずわずわず    

息息息息をををを呑呑呑呑むようなむようなむようなむような建物建物建物建物

ヨーロッパをヨーロッパをヨーロッパをヨーロッパを中心中心中心中心にににに

写真写真写真写真でででで紹介紹介紹介紹介！！！！    

    

『『『『おカネのおカネのおカネのおカネの教室教室教室教室    僕僕僕僕らがおかしなクラブでらがおかしなクラブでらがおかしなクラブでらがおかしなクラブで学学学学んだんだんだんだ秘密秘密秘密秘密』』』』    
高井高井高井高井     浩章浩章浩章浩章／／／／著著著著    『『『『四季四季四季四季をををを楽楽楽楽しむミニしむミニしむミニしむミニ盆栽盆栽盆栽盆栽』』』』    

橋口橋口橋口橋口     リカリカリカリカ／／／／著著著著    
おおおお気気気気にににに入入入入りのうつわでりのうつわでりのうつわでりのうつわで

四季四季四季四季をををを感感感感じるじるじるじる    かわいいかわいいかわいいかわいい    

ちいさなちいさなちいさなちいさな盆栽盆栽盆栽盆栽をおをおをおをお家家家家でででで

ぜひぜひぜひぜひ、、、、楽楽楽楽しんでみてくだしんでみてくだしんでみてくだしんでみてくだ

さいさいさいさい。。。。    

「「「「このこのこのこの世世世世にはおにはおにはおにはお金金金金をををを手手手手にににに入入入入

れるれるれるれる方法方法方法方法が６つありますが６つありますが６つありますが６つあります」」」」    

物語形式物語形式物語形式物語形式でででで読読読読みやすくみやすくみやすくみやすく、、、、おおおお金金金金

にににに関関関関することがわかりやすすることがわかりやすすることがわかりやすすることがわかりやす

くくくく説明説明説明説明されているされているされているされている一冊一冊一冊一冊ですですですです。。。。    



                                           

かべ新聞、自由研究、作文など夏休みの宿題は毎年大変！ 

今年は図書館が本でお手伝いします！ 

夏休みの宿題の手助けになる本をたくさん準備して待っています。 

宿題に困ったら図書館へ！ 

学習支援室 開設 

夏休み期間、自由に勉強ができる学習支援室を開設します。 

一人でじっくり、友達と相談し合いながら、勉強スペースとして使ってね！ 

時間：１０：００ ～ １７：００  場所：２階展示ホール 

対象：小・中学生 

慰霊の日特集 

子どもたちが、平和への理解を深めることができるよう 

平和学習で使用できる本を集め、展示しております。 

平和のために自分が何をできるか考えてみましょう。 

場所：１階 入口前 

７月１８日（水）～ ９月３日（月） 

７月２１日（土）～ ９月２日（日） 

短冊に願いをこめて 

場所：１階 入口前 

学んでみようよ 慰霊の日 

６月１３日（水）～ ６月２７日（水） 

場所：１階 入口前 



   

和
わ

綴
と

じ本を手作りしてみよう！ 

 
 
 
               
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

    

    

平成平成平成平成 29292929・・・・30303030 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。。。。 

    ３３３３月月月月(開館日数 10) ４４４４月月月月(開館日数 24) 

    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 57 (0) 人 3,294 (28)人 15,819 (266) 冊 174 (2) 人 6,212 (186)人  

夏休みの思い出に世界で一冊の夏休みの思い出に世界で一冊の夏休みの思い出に世界で一冊の夏休みの思い出に世界で一冊の    

オリジナルオリジナルオリジナルオリジナル和装和装和装和装本をつくってみませんか？本をつくってみませんか？本をつくってみませんか？本をつくってみませんか？    

針と糸をつかい、本の形にしていきます！針と糸をつかい、本の形にしていきます！針と糸をつかい、本の形にしていきます！針と糸をつかい、本の形にしていきます！    

お子様とご一緒にぜひご参加ください！お子様とご一緒にぜひご参加ください！お子様とご一緒にぜひご参加ください！お子様とご一緒にぜひご参加ください！    

        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 6 月・7 月号 

24,317(1006) 冊 

８月５日（日） 

夏休み親子工作教室 

対象：宜野湾市在住・在学の小学３年生～小学６年生 

場所：宜野湾市民図書館２階 カルチャーホール 

日時：８月５日（日） 

午前の部 １０：３０ ～ １１：３０   

午後の部 １３：００ ～ １４：００ 

募集人数：午前・午後 各２０組 

料金：お子様一人につき２００円（保険代＋材料費） 

受付日受付日受付日受付日やややや詳詳詳詳しいしいしいしい内容内容内容内容はははは別紙別紙別紙別紙ををををごごごご参照参照参照参照くださいくださいくださいください。。。。    


