
   

    

4444    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)     

8 8 8 8 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)    

18181818 日日日日((((土土土土) 11) 11) 11) 11：：：：00 00 00 00 ～～～～    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)    

25252525 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)    

    

1111    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)    

6 6 6 6 日日日日((((木木木木) 10 : 30) 10 : 30) 10 : 30) 10 : 30    ～～～～    外国語読み聞かせ外国語読み聞かせ外国語読み聞かせ外国語読み聞かせ    国際交流員国際交流員国際交流員国際交流員    

(２階展示ホール) 

8 8 8 8 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) 

12121212 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)    

13131313 日日日日((((木木木木) 10 : 30 ) 10 : 30 ) 10 : 30 ) 10 : 30 ～～～～    外国語読み聞かせ外国語読み聞かせ外国語読み聞かせ外国語読み聞かせ    国際交流員国際交流員国際交流員国際交流員    

(２階展示ホール)    

19191919 日日日日((((水水水水))))    16161616    ::::    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) 

22222222 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) 

                                                                                    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       

としょかんカレンダー ８・９月 

                   

８８８８月月月月１１１１８８８８日（日（日（日（土土土土））））9999    ::::    00000000    ～～～～    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    

9999 月月月月 15151515 日（土日（土日（土日（土））））9999    ::::    00000000    ～～～～    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 

８８８８    
月月月月    

９９９９    

月月月月    

８８８８    

月月月月 

宜野湾市民図書館  平成 30 年度 第 217 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    

 

８月 ５日（日） 「和綴じ本」を手作りしてみよう！ 

８月２５日（土） 「読書通帳」をつくろう！ 

９月 ８日（土）～ １０月１５日（月） 

体験型脱出ゲーム 宜野湾市民図書館からの脱出 

9 月 22 日（土）懐かしの沖縄８ｍｍ映画の記憶 上映会 

９９９９
月月月月    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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。 

郷土 移動図書館

じどう
『『『『いっぺんいっぺんいっぺんいっぺん    やってやってやってやって    みたかってんみたかってんみたかってんみたかってん』』』』    

はっとりはっとりはっとりはっとり    ひろきひろきひろきひろき／／／／作作作作    

あめのあめのあめのあめのひひひひ    こうえんこうえんこうえんこうえんはははは    

だだだだ～～～～れもれもれもれも    いませんいませんいませんいません。。。。    

「「「「ぶらんこくんぶらんこくんぶらんこくんぶらんこくん    いっいっいっいっ

ぺんぺんぺんぺん    あそばせてあそばせてあそばせてあそばせて～～～～」」」」    

どこどこどこどこからからからからかかかか    こえがこえがこえがこえが    

きこえてきこえてきこえてきこえて    ききききましたましたましたました。。。。    

『『『『世界世界世界世界をををを変変変変えたえたえたえた 50505050 人人人人のののの女性科学者女性科学者女性科学者女性科学者たちたちたちたち』』』』    

レイチェル・イグノトフスキーレイチェル・イグノトフスキーレイチェル・イグノトフスキーレイチェル・イグノトフスキー／／／／著著著著    

歴史歴史歴史歴史のののの陰陰陰陰にににに隠隠隠隠れがちれがちれがちれがち

だっただっただっただった、、、、女性科学者女性科学者女性科学者女性科学者    

50505050 人人人人のすばらしいのすばらしいのすばらしいのすばらしい    

業績業績業績業績やややや人生人生人生人生をチャーをチャーをチャーをチャー

ミングなイラストとミングなイラストとミングなイラストとミングなイラストと

ともにともにともにともに紹介紹介紹介紹介しますしますしますします。。。。    

『『『『さきがけさきがけさきがけさきがけ！！！！歴歴歴歴男男男男塾塾塾塾』』』』    嘉数嘉数嘉数嘉数        仁然仁然仁然仁然／／／／著著著著    

沖縄沖縄沖縄沖縄タイムスタイムスタイムスタイムス紙紙紙紙のののの

子供向子供向子供向子供向けけけけ新聞新聞新聞新聞「「「「ワラワラワラワラ

ビービービービー」」」」連載連載連載連載コラムをコラムをコラムをコラムを

まとめたまとめたまとめたまとめた琉球琉球琉球琉球のののの歴歴歴歴

史史史史ををををわかりやすくわかりやすくわかりやすくわかりやすく、、、、

たのたのたのたのしくしくしくしく学学学学べるべるべるべる    

一冊一冊一冊一冊。。。。    

    

『『『『エンディングノートエンディングノートエンディングノートエンディングノート』』』』山本山本山本山本    譲司譲司譲司譲司／／／／著著著著    

    

準備万端準備万端準備万端準備万端でででで亡亡亡亡くなったくなったくなったくなった

母母母母、、、、若若若若くしてくしてくしてくして自殺自殺自殺自殺したしたしたした

元元元元部下部下部下部下。。。。    

大往生大往生大往生大往生？？？？非業非業非業非業のののの死死死死？？？？    

本当本当本当本当にににに大切大切大切大切なななな事事事事とはとはとはとは。。。。    

読読読読みだしたらみだしたらみだしたらみだしたら止止止止まらなまらなまらなまらな

いいいい「「「「終活終活終活終活」」」」小説小説小説小説。。。。    

一般
『『『『冷凍冷凍冷凍冷凍フルフルフルフルーツーツーツーツのひんやのひんやのひんやのひんやりりりりスイーツスイーツスイーツスイーツ』』』』    

あまのあまのあまのあまの    ようこようこようこようこ／／／／著著著著    

『『『『やさしいやさしいやさしいやさしいウクレレソロウクレレソロウクレレソロウクレレソロ入門入門入門入門』』』』    

ウクレレのウクレレのウクレレのウクレレの基礎基礎基礎基礎ををををひとつひとつひとつひとつ

ひとつひとつひとつひとつ覚覚覚覚えながらえながらえながらえながら、、、、ウクウクウクウク

レレレレレレレレソロをマスターしまソロをマスターしまソロをマスターしまソロをマスターしま

しょうしょうしょうしょう。。。。ＣＤＣＤＣＤＣＤ付付付付きできできできでわかわかわかわか

りやすいりやすいりやすいりやすい入門書入門書入門書入門書ととととなってなってなってなって

いますいますいますいます。。。。    

使使使使いいいい勝手勝手勝手勝手がよくてがよくてがよくてがよくて、、、、１１１１年中年中年中年中    

おいしいおいしいおいしいおいしい““““冷凍冷凍冷凍冷凍フルーツフルーツフルーツフルーツ””””    

そんなそんなそんなそんな冷凍冷凍冷凍冷凍フルーツをフルーツをフルーツをフルーツを    

ひんやりスひんやりスひんやりスひんやりスイイイイーツにーツにーツにーツに！！！！    

簡単簡単簡単簡単おいしいレシピおいしいレシピおいしいレシピおいしいレシピ集集集集ですですですです。。。。    



世界の絵本読み聞かせ会＆外国語絵本特集 
世界の絵本を世界のことばで読み聞かせ！世界の絵本を世界のことばで読み聞かせ！世界の絵本を世界のことばで読み聞かせ！世界の絵本を世界のことばで読み聞かせ！    

図書館にある図書館にある図書館にある図書館にある外国語絵本の外国語絵本の外国語絵本の外国語絵本の特集も特集も特集も特集も、児童コーナーで、児童コーナーで、児童コーナーで、児童コーナーで同時開催！同時開催！同時開催！同時開催！    

 

体験型 脱出ゲーム 

宜野湾市民図書館からの脱出 

どんな本を読んだかな？１００冊読めた子はいるかな？ 

自分が読んだ本を記録してみよう！ 

図書館に散らばった謎を解いて、とじこめられた少女を助け出そう！ 

ヒントは図書館の中に隠されている！ 

きみはこの謎をといて、少女を助けることができるかな？ 

９月８日（土）～ １０月１５日（月） 

対象：中学生以上  スタート場所：１階 入口前 

「読書通帳」を作ろう！ 

９月５日（水）～ ９月１６日（日） 

８月２５日（土） 

日時：８月２５日（土） 

時間：午前の部 １１：００ ～ １１：３０ 

    午後の部 １５：００ ～ １５：３０ 

場所：図書館２階 カルチャーホール 

対象：小学生以上 

９月２２日（土） 

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    

【国際交流員による読み聞かせ日程】 

９月 ６日（木）１０：３０～１１：３０ 中国・アメリカ 

９月 13 日（木）１０：３０～１１：３０ 韓国・ペルー  

懐かしの沖縄８ｍｍ映画の記憶 上映会 

昔懐昔懐昔懐昔懐かしいあのころのかしいあのころのかしいあのころのかしいあのころの沖縄沖縄沖縄沖縄のののの暮暮暮暮らしらしらしらし、、、、町並町並町並町並みをみをみをみを撮影撮影撮影撮影した８した８した８した８ｍｍｍｍｍｍｍｍ映像映像映像映像をををを上映上映上映上映いたしますいたしますいたしますいたします。。。。

あのあのあのあの時代時代時代時代、、、、子子子子どもだったどもだったどもだったどもだった方方方方はははは懐懐懐懐かしさをかしさをかしさをかしさを、、、、あのころをあのころをあのころをあのころを知知知知らないらないらないらない方方方方にはにはにはには新鮮新鮮新鮮新鮮なななな映像映像映像映像をををを    
おおおお届届届届けいたしますけいたしますけいたしますけいたします。。。。    

上映時間上映時間上映時間上映時間などのなどのなどのなどの詳細詳細詳細詳細はははは別紙別紙別紙別紙にてごにてごにてごにてご確認確認確認確認くださいくださいくださいください    

無料！無料！無料！無料！    事前受付事前受付事前受付事前受付不要！不要！不要！不要！    

詳細詳細詳細詳細はははは別紙別紙別紙別紙にてごにてごにてごにてご確認確認確認確認くださいくださいくださいください    



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。 

一人でも、友達とでも、勉強スペースとして使ってね！ 

お昼ごはんや飲み物を飲めるスペースも用意しています！ 

時間：１０：００ ～ １７：００ 

場所：２階展示ホール 

対象：小・中学生 

（工作や感想画など、はさみや絵の具を使う宿題はお家でやってね） 

７月２１日（土）～ ９月２日（日） 

お昼ごはんスペース 図書館２階会議室 １２：００～１４：００ 

※８月１０日(金)～８月２０日（月）は使用できません。 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

※利用者数は、個人利用者のみの数となっています。 

 

 

  

平成平成平成平成 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。。。。 

    5555 月月月月(開館日数 22 日) 6666 月月月月(開館日数 24 日) 

    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 238 (0) 人 6,368 人 24,029 (959) 冊 306 (0) 人 6,777 人  

 
   利⽤者の皆様へ 

インターネット検索⽤パソコンが２台から４台に増えました。 

それに伴いまして、資料検索機の場所を変更しております。 

新しい検索機の場所は中央カウンター前（CD コーナーの柱）と

児童側カウンターです。 

ご不明な点は、カウンター職員へお問い合わせください。 

        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 8 月・9 月号 

25,543 (912) 冊 


