
   

    

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)    

8 8 8 8 日日日日((((土土土土))))    14141414    ::::    00000000    ～～～～    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)    

11112222 日日日日((((水水水水) 1) 1) 1) 11111：：：：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)    

 15151515 日日日日((((土土土土) 1) 1) 1) 15555    ::::    30303030    ～～～～    クリスマスクリスマスクリスマスクリスマス特別おはなし会特別おはなし会特別おはなし会特別おはなし会    麦の穂麦の穂麦の穂麦の穂    

                            (2 階展示ホール) 

19191919 日日日日((((水水水水) 1) 1) 1) 16666：：：：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 ～～～～    としょかんとしょかんとしょかんとしょかんクリスマスクリスマスクリスマスクリスマス特別おはなし会特別おはなし会特別おはなし会特別おはなし会    

(2 階展示ホール)    

    

5555    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((((水水水水) 1) 1) 1) 11111：：：：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)    

12121212 日日日日((((土土土土))))    11114444    : 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)    

16161616 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) 

     19191919 日日日日((((土土土土))))    10101010：：：：30303030    ～～～～    よみきかせよみきかせよみきかせよみきかせ    くろうさぎくろうさぎくろうさぎくろうさぎ    

(2 階カルチャーホール) 

                            26262626 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)    

    

                                                                                    
としょかんカレンダー１２・１月 

                   

11112222 月月月月 16161616 日（日（日（日（日日日日））））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    

11112222    

月月月月 

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    

11112222    
月月月月    

1 月 4 日（金）～ 1 月 18 日（金）  新年特集 

1 月下旬～ 

平成３０年宜野湾市内小・中学生読書感想画作品展 

 

宜野湾市民図書館  平成 30 年度 第 219 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    

1111    

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    

1111    
月月月月    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 31    1111 月月月月 20202020 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    

11 月 24 日（土）～12 月 13 日（木）ブックスタート展 

11 月 24 日（土）～12 月 26 日（水）クリスマス特集 

 



新刊新刊新刊新刊はははは他他他他にもございますにもございますにもございますにもございます。。。。ホームページやホームページやホームページやホームページや    
図書館内新刊図書館内新刊図書館内新刊図書館内新刊コーナーにあるリストをごコーナーにあるリストをごコーナーにあるリストをごコーナーにあるリストをご覧覧覧覧くださいくださいくださいください。。。。    

                                          

郷土 移動図書館

『『『『魂魂魂魂のののの政治家政治家政治家政治家    翁長雄志発言録翁長雄志発言録翁長雄志発言録翁長雄志発言録』』』』    

琉球新報社琉球新報社琉球新報社琉球新報社／／／／編編編編著著著著    

2018 年 8 月に惜しま

れつつも亡くなった

翁長雄志元沖縄県知

事。琉球新報で掲載

した翁長元知事の生

前の発言をまとめた

発言録。 

『『『『おおおお多福来多福来多福来多福来いいいい来来来来いいいい』』』』    細川細川細川細川    貂々貂々貂々貂々／／／／著著著著        
ネガティブクイーンの

作者が落語を通して希

望を持った！ゆかいな

落語を聞いているとネ

ガティブがポジティブ

に！親しみやすいコミ

ックエッセイとなって

います。 

『『『『月月月月３３３３万円万円万円万円オトクオトクオトクオトク！！！！    

スキマスキマスキマスキマ時間時間時間時間でででで稼稼稼稼げるメルカリのコツげるメルカリのコツげるメルカリのコツげるメルカリのコツ』』』』    
川﨑川﨑川﨑川﨑    さちえさちえさちえさちえ／／／／著著著著    

じどう

一般

『『『『いきものいきものいきものいきもの寿命寿命寿命寿命ずかんずかんずかんずかん』』』』新宅新宅新宅新宅    広二広二広二広二／／／／著著著著    
    

『『『『うさぎたちとふしぎなこうじょううさぎたちとふしぎなこうじょううさぎたちとふしぎなこうじょううさぎたちとふしぎなこうじょう』』』』    
        アダム・グリーンアダム・グリーンアダム・グリーンアダム・グリーン／／／／さくさくさくさく    

レナード・ワイスガードレナード・ワイスガードレナード・ワイスガードレナード・ワイスガード／／／／ええええ    

ふしぎ な こうじょう で 

くらし はじめた うさぎ 

たち あるひ こうじょうが 

うごきだして たのしい 

こと が おこります! 

少女は初めてクリスマスプレ

ゼントをもらった。しかし、

別の部屋で母親が殺されてい

た。家は完全な密室。母を殺

したのはサンタクロース？犯

人は・・・？ 

年末大掃除で出た不用

品をネットフリマに出

品！自分へのお年玉に

しちゃいましょう。基本

からコツまで紹介！ 

200 年～30 日まで動物の

種類ごとに違う寿命。 

いきものを寿命別にみて

みると、新しい発見や面

白いことがいっぱい！ 

キリンやサイ、他にもい

っぱい！読んでみてね！ 

『『『『鳥居鳥居鳥居鳥居のののの密室密室密室密室        

世界世界世界世界にただひとりのサンタクロースにただひとりのサンタクロースにただひとりのサンタクロースにただひとりのサンタクロース』』』』    

島田島田島田島田    荘司荘司荘司荘司／／／／著著著著    



宜野湾市内小中学生の読書感想画から読書感想画中部地区コンクールで 

優秀な成績を収めた作品を展示いたします。子ども達のすばらしい作品を 

ご覧いただける機会となっています。ぜひ、ご来館ください。 

詳しい日程など、詳細は別紙にてお知らせいたします。 

場所：１階入り口側 

新しい年、新しいことに挑戦したい！スキルアップしたい！というあなたに 

向けて、図書館にある『はじめてさん向けの本』を集めて、展示しています！ 

まだ、具体的に目標がない方も何か興味のある事を見つけられるかも！ 

    

平成 30 年度宜野湾市内小・中学校 

読書感想画作品展 

絵本や料理本などの関連本、サンタさんへのお願い事を 

貼ることができるツリーを準備してお待ちしております！ 

１１月２４日（土）～12 月 26 日（水） 

毎年恒例！読み聞かせサークル麦の穂による 

楽しいクリスマスおはなし会を行います。 

１月４日（金）～ １月１８日（金） 

新年特集 
～あたらしい事はじめてみませんか？～ 

図書館職員による、クリスマス特別おはなし会です。 

おはなし会に来てくれた子にはかわいいプレゼントがありますよ! 

“人形げき トロイメライ”によるクリスマス特別人形劇を開催します！  

12 月 22 日（土）11：00 ～２階カルチャーホール 

クリスマス関連イベント 

１月下旬 ～ 

●人形劇 

●クリスマス特集 

●おはなし会 

12 月 15 日（土） 

15：30 ～ 

２階展示ホール 

12 月 22 日（土）

15：00 ～  

２階展示ホール 



 
 
 

Ｑ  図書館に入れる本はどのように決めているの？ 
 

Ａ. 宜野湾市⺠図書館利⽤者のニーズや現在図書館にある本の種類が著しく偏らないよう、 

毎週選書会議を⾏い、購⼊資料を決定しています。 
 

 
Ｑ 図書館では、なぜ利⽤者のリクエストを受け付けているのですか？ 

 

Ａ  利⽤者のニーズを直接反映し、より利⽤者が求めている資料を収集するためリクエストを 

受け付けています。 

また、リクエスト資料は選書と同様に、現在図書館にある資料の種類が著しく偏らないよう、 

選書会議を⾏い、購⼊するか検討しています。 

所蔵のない資料をご覧になりたい⽅は、ぜひご利⽤ください。 
    

【リクエスト⽅法】 ※リクエストは図書のみとなります。 
図書館に直接ご来館いただき、職員に所定のリクエスト⽤紙をご提出ください。 
⼀度にリクエストできる点数は、３点までです。既に予約している資料があれば、あわせて３点まで 
となります。 
また、絶版や、蔵書バランスが偏る等の理由により、リクエストをお断りする場合がございます。 
ご了承ください。 
リクエストは、選書会議にかけて購⼊を検討致します。ご提供に１、２か月程お時間をいただいて 
おります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※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。。。。 

    9999 月月月月(開館日数 23 日) 10101010 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 128 (1) 人 6,345 人  23,795(738)冊 139 (1) 人 6,432 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    【【【【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 １２月・1 月号 

24,349 (893) 冊 

図書館Ｑ＆Ａコーナー 

資料特別整理期間のお知らせ 
2019 年２月１８日（月）～ 2019 年 3 月 1 日（金）の期間 

資料特別整理期間として、図書館を長期間閉館いたします。 

利用者の皆様には、ご不便をおかけいたしますが、 

ご理解いただきますようお願いいたします。 


