
   

    

6 6 6 6 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)    

10101010 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)    

13131313 日日日日((((土土土土) 14) 14) 14) 14：：：：00 00 00 00 ～～～～    おはなしおはなしおはなしおはなしのののの木の会木の会木の会木の会    

                                            (2 階展示ホール) 

 17171717 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) 

27272727 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)    

    

3 3 3 3 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) 

 10101010 日日日日((((土土土土) 14) 14) 14) 14：：：：00 00 00 00 ～～～～    おはなしおはなしおはなしおはなしのののの木の会木の会木の会木の会    

(1 階おはなしのくに)    

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)    

21212121 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) 

24242424 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) 

                                                                                     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    

宜野湾市民図書館  平成 30 年度 第 218 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    

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１０・１１月 

                   

10101010 月月月月 21212121 日（日（日（日（日日日日））））9 : 00 9 : 00 9 : 00 9 : 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    

11111111 月月月月 18181818 日（日）日（日）日（日）日（日）9 : 00 9 : 00 9 : 00 9 : 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 

10101010    
月月月月    

11111111    

月月月月    

10101010    

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    

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    

 

10 月 17 日（水）～ 10 月 21 日（日） 

山川裕美子の布絵本の世界 

10 月 28 日（日）～ 11 月 11 日（日） おもしろ絵本展 

11 月 4 日（日）       図書館でゲームをやる日 

11 月 24 日（土）～ 12 月 13 日（木） 

ブックスタート 10 周年記念イベント 

11111111    
月月月月    



                                          

郷土 移動図書館

じどう
『『『『ミツバチのはなしミツバチのはなしミツバチのはなしミツバチのはなし』』』』    

ヴォイチェフ・グライコフスキ・ヴォイチェフ・グライコフスキ・ヴォイチェフ・グライコフスキ・ヴォイチェフ・グライコフスキ・文文文文    
ピョトル・ソハピョトル・ソハピョトル・ソハピョトル・ソハ／／／／絵絵絵絵        『『『『おもしろおもしろおもしろおもしろ謎解謎解謎解謎解きききき「「「「縄文縄文縄文縄文」」」」のヒミツのヒミツのヒミツのヒミツ』』』』    

こんだあきここんだあきここんだあきここんだあきこ&&&&スソアキコスソアキコスソアキコスソアキコ／／／／著著著著    

縄文時代って知っている

かな？今よりずーと昔の

時代。そんな時代の暮ら

しや特徴についてマンガ

で楽しく読んでみよう！ 

『『『『八重山八重山八重山八重山おばぁのおばぁのおばぁのおばぁの    ぬちぐすいぬちぐすいぬちぐすいぬちぐすい』』』』    
藤原藤原藤原藤原    理加理加理加理加／／／／著著著著    

八重山諸島の、 

おばぁ達のおいし

い 、 な つ か し い 

やさしい料理の レ

シピとおばぁ達のお

話が集められた一冊

です。 

『『『『蠅蠅蠅蠅たちのたちのたちのたちの隠隠隠隠されたされたされたされた生活生活生活生活』』』』    

エリカ・マカリスターエリカ・マカリスターエリカ・マカリスターエリカ・マカリスター／／／／著著著著    

『『『『絶対絶対絶対絶対にににに出出出出るるるる    世界世界世界世界のののの幽霊屋敷幽霊屋敷幽霊屋敷幽霊屋敷』』』』    
ロバート・グレンビルロバート・グレンビルロバート・グレンビルロバート・グレンビル／／／／著著著著    

『『『『こわめっこしましょこわめっこしましょこわめっこしましょこわめっこしましょ』』』』    

ｔｕｐｅｒａｔｕｐｅｒａｔｕｐｅｒａｔｕｐｅｒａ    ｔｕｐｅｒａ／ｔｕｐｅｒａ／ｔｕｐｅｒａ／ｔｕｐｅｒａ／作作作作        こ～わめっこしましょ 

ないたら まけよ 

べろべろべ～ 

 

なかずに さいごまで 

よめるかな？ 

さぁみんなで こ～わ 

めっこしましょ！ 

一般

蠅（ハエ）は汚い、気持ち悪

いとマイナスなイメージを

持ってはいませんか？ 

実は蠅には、まだ知られてい

ない能力と生態が隠されて

いるのです！ 

監獄跡や、墓地、城な

ど恐ろしい噂が絶えな

い場所を美しい写真と

共に紹介します。 

ハロウィンの夜にいか

かでしょうか？ 

あま～い ハチミツを 

作ってくれるハチ。 

そんなハチの歴史や 

自然の中での役割を 

楽しい絵で紹介します！ 

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。 



時間：13：00 ～ 15：00 （入退場自由） 

場所：２階カルチャーホール  対象：中学生 ～ 高校生 

 

場所：２階 カルチャーホール 時間：10：00 ～ 17：00 
 期間中の読み聞かせ日程については別紙をご覧ください。 

 

            

山川裕美子山川裕美子山川裕美子山川裕美子の布絵本の世界の布絵本の世界の布絵本の世界の布絵本の世界    

宜野湾市民図書館で長年、読み聞かせボランティアの活動を 

行っていた、故・山川裕美子さんの布絵本作品を展示します。 

期間中は読み聞かせボランティア“麦の穂”による絵本の

読み聞かせを行います。ぜひ、ご来館ください。 

１１月４日（日） 

図書館でゲームをやる日 

１０月１７日（水）～ １０月２１日（日） 

１０月２８日（日）～ １１月１１日（日） 

今年のテーマは「童話の世界」 

飛び出す絵本や、光る絵本、音がでる絵本 

楽しいしかけ絵本をたくさん展示します♪ 

お気に入りの１冊を見つけに来てください！ 

おもしろ絵本展おもしろ絵本展おもしろ絵本展おもしろ絵本展    
～童話の世界へようこそ！～～童話の世界へようこそ！～～童話の世界へようこそ！～～童話の世界へようこそ！～     

場所：２階 展示ホール  時間：10：00 ～ 17：00 
 

図書館で“ボードゲーム”をやってみよう！ 

初めての子も経験者も大歓迎！ 

スコットランドヤード、ガイスターなどいろんな種類の 

ボードゲームを用意してまっています！ 

１階では、ボードゲームに関係する本の展示もしています。 



ブックスタート１０周年記念イベントブックスタート１０周年記念イベントブックスタート１０周年記念イベントブックスタート１０周年記念イベント    

１１月２４日（土）～ １２月１３日（木） 

今年で１０年目を迎えるブックスタート活動を記念して 

ブックスタートとは何か、乳幼児期からの本とのふれあいの大切さや 

宜野湾市民図書館の活動の歩みを、さまざまな企画・展示で紹介します。 

【ブックスタートの実演】 

毎週 日曜日 13：00～15：00 11/25・12/2・12/9 

 毎週 水曜日 10：00～12：00 11/28・12/5・12/12 

場所：図書館１階 中央カウンター玄関側 

【ワークショップ】（申込み・料金不要） 

読み聞かせの導入に使える玩具づくりとそれを活用した読み聞かせの

方法を紹介します。 
 

開催日：期間中の毎週日曜日 10：30～12：30 

場 所：図書館２階 カルチャーホール 

【講演会】 
“ブックスタートと読み聞かせの大切さ”について講演会を開催します。 
 

講師：代田知子（三芳町立図書館館長・ＮＰＯブックスタート理事） 

日時：12 月 1 日（土）10：30～12：30 

場所：図書館２階 カルチャーホール 

定員：60 名 （要申込み。受付開始 11 月 1 日木曜日） 

※お電話での受付も可能です。 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
         

  

※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。。。。 

    7777 月月月月(開館日数 24 日) 8888 月月月月(開館日数 25 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 230 (0) 人 7,094 人 27,087 (706) 冊 242 (0) 人 7,361 人  

宜野湾市民図書館  平成 30 年度 10 月・11 月号 

        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 
27,588 (707) 冊 


