
　

 

（累計）  人

がじまる号貸出冊数
1,453 冊

（月） 126 人

58,734

来館者数 12,476 人

登録者数

開館日数 25 日

1,082 冊

全館貸出冊数
21,624 冊

339

羽地地区ｾﾝﾀｰ貸出冊数

件

今月の新着本 　アメリカ情報ｺｰﾅｰ上映会 図書館上映会

予約件数
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本館貸出冊数
19,089 冊

〒905-0011　沖縄県名護市宮里5－6－1
TEL:0980-53-7246　 FAX:0980-52-2607

8月の統計
名護市立中央図書館主催

http://www.city.nago.okinawa.jp/library/

 

上映作品

『トキワ荘の青春』

（110分）

音声：日本語

上映日

10月23日（日） 午後2時30分～

場所

中央図書館 地階 AVホール

あらすじ

「火の鳥」の手塚治虫や「おそ松くん」

の赤塚不二夫など、今も色あせない

伝説級の漫画家たちが若き日々を

過ごしたアパート「トキワ荘」。そこで

若き漫画家の卵たちが集い、

励ましあい、漫画について語りあう

日々を送っていくのだが・・・。

上映作品

『Casper The friendly ghost』

（キャスパー） （50分）

音声：英語 字幕：英語

上映日

10月9日（日） 午後2時30分～

場所

中央図書館 地階 AVホール

あらすじ

オバケのキャスパーは人をおどかすの

がキライ！みんなと仲良くしたい心優し

い人気者！今回は短いお話を８本、一

気に上映します。昔のなつかしいアニメ

作品をご覧になってみてはいかがでしょ

うか？

◇英語音声・英語字幕で上映します♪

◆児童

『すなばだいすき!』（えほん）

あかま あきこ／作・絵 チャイルド本社

『16テーマで知る鎌倉武士の生活』

西田 友広／著 岩波書店

『妖怪なんでも入門』

水木 しげる／著 小学館

◆一般

『ブッダの一生』

笑い飯哲夫／著 ヨシモトブックス

『お医者さんが教える老けない習慣』

糸井 由里恵／著 三空出版

『汝、星のごとく』

凪良 ゆう／著 講談社

◆郷土（オキナワの本）

『今帰仁御神（上・下巻』

比嘉 佑典／著 ゆい出版

『本屋になりたい』

宇田 智子／著 筑摩書房

◆日 時 ： 令和４年10月29日（土） 11時0０分～１1時45分

◆場 所 ： 中央図書館 子ども野外劇場

◆対象者 ： こども～おとな

◆内 容 ： いろんな国のことばで

読み聞かせ、てあそび、うた など

【協 力】 名護市国際交流協会、名桜大学国際交流センター

10月30日は、「世界のウチナーンチュの日」

今年は10月31日から11月3日まで、「第7回世界のウチナーンチュ大会」が

開催されます！この機会に、世界の文化や言葉に触れ、国際理解について

考えてみませんか？皆さんのご参加をお待ちしています。
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蔵書点検休館

21

14

銀のすず保育園

22

蔵書点検休館

27
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あすなろｸﾞﾚｰｽ ★おはなし会

認定こども園 （とんぼの会）

★おはなし会

午前11時～

安和小学校

緑風学園 （のぐちなおこ）

15

★おはなし会

午前11時～

28

午前11時～羽地小学校

3 4 5 6 7 8
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日 月 火 水 木 金 土

風の子保育園 星のしずく保育園

久辺小学校 稲田小学校

10

午後2時30分～

屋我地ひるぎ学園

羽地図書室休館

羽地図書室休館 全館定期休館日

30

23 24 25 26

羽地図書室休館

29

午前11時～

聖ルカ保育園 やまびこ

久辺保育園

蔵書点検休館

スポーツの日

11

全館振替休館日

9

全館定期休館日

★アメリカ情報

コーナー上映会

16 17 18

羽地図書室休館

伊差川保育園

19 20

12 13

全館定期休館日

桜野特別支援学校

★ブックスタート

午前11時～

あすなろ東認定

許田ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ

瀬喜田小学校

東江地区会館

こども園名護特別支援学校

中央図書館開館

羽地図書室休館

図書館上映会

午後2時30分～

（どんぐりの会）

★「世界のことば」

おはなし会

31

整理休館日

『タキミカ体操』 瀧島 未香／著 サンマーク出版

健康な老後を過ごすためには、適度な運動が欠か

せません。そこで８７歳でインストラクターデビューをし

て、今も現役９０歳で活躍している女性がいます。

「タキミカ」こと瀧島未香さんは、どこにでもいる普通

の専業主婦でしたが、ある日家族から「太ったね」の

一言がきっかけで、初めて６５歳から運動を始めます。

そして体を動かす楽しさに目覚め、毎日ジムに通い水

泳、マラソン、エアロビクス、フラダンスなど次々と挑戦

する姿には勇気と元気をもらえます！

本書では写真付きで、分かりやすい解説付きになっ

ています。今まで運動したことがない方や健康な老後

のために運動を続けたい方の参考になる１冊です。こ

ちらの本は、羽地図書室にあります。直接、羽地図書

室で借りるか、名護市内にお住まいの方は予約がで

きます。予約されたいときは、窓口でお気軽に職員に

お声かけください。（smile★）

名護市立図書館カレンダー（休館日・行事・がじまる号巡回スケジュー

羽地図書室でも、中央図書館やがじまる号の本を返すこと

ができるよ。また、羽地図書室の本を借りたい場合は、直

接借りに行くか、中央図書館窓口でリクエストをしてね（渡

すまでに時間がかかる場合があります）

羽地図書室（羽地地区センター内）
◇住所 〒905-1144 名護市字仲尾次８２９番地

◇電話 0980-58-1221（代表）

◇開館時間 火曜日～土曜日 11：00～17：00

羽地図書室では次の特集を行っています。

お気軽に、羽地図書室にお越しください。

ひとはこ文庫：西村京太郎

今月の特集：ハロウィン・水木しげる

2022 絵本50選

2021科学道

職員オススメの本
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