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本館貸出冊数
12,706 冊

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

9月の統計

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

件予約件数

全館貸出冊数
16,238

　アメリカ情報ｺｰﾅｰ上映会 図書館上映会今月の新着本

冊

326

羽地地区ｾﾝﾀｰ貸出冊数

がじまる号貸出冊数
3,133 冊

（月） 60 人

58,794

来館者数 6,529 人

登録者数

開館日数 16 日

399 冊

 

上映作品

『教誨師（きょうかいし）』

（114分）

音声：日本語

上映日

11月27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

教誨師とは受刑者の道徳心

育成や心の救済を行う宗教家の

のことです。

主人公は死刑囚専門の教誨師、

佐伯。彼は６人の死刑囚と安らか

な最期を迎えられるように対話を

重ねる。対話を重ねるうちに葛藤

する日々を過ごす。

上映作品

『Ironman』 （アイアンマン） （126分）

音声：英語 字幕：日本語

上映日

11月13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

主人公ﾄﾆｰ･ｽﾀｰｸは、テロ組織に拉

致され、組織のために兵器開発を強

いられる。

彼は密に破壊力とパワーを発揮でき

るﾊﾟﾜｰﾄﾞｽｰﾂを開発し、敵地からの脱

出に成功する。それを機に、テロ撲滅

に尽力することにした彼は、新な最強

ﾊﾟﾜｰﾄﾞｽｰﾂを開発することにした。

◆児童

・『いぬがほしいの！』（えほん）

ジョン・エイジー／さく 潮出版社

・『忘れもの遊園地』

久米 絵美里／著 アリス館

・『日本史の13人の怖いお母さん』

真山 知幸／著 扶桑社

◆一般

・『図書館魔女の蔵書票』

大島 真理／著 郵研社

・『90歳になっても、楽しく生きる』

樋口 恵子／著 大和書房

・『ウクライナにいたら戦争が始まった』

松岡 圭祐／著 KADOKAWA

◆郷土（オキナワの本）

・『世界の基地問題と沖縄』

川名 晋史／編 明石書店

・『オキナワノスタルジックタウン』

ぎすじ みち／写真・文 ボーダーインク

蔵書点検へのご協力

ありがとうございました
9月19日（月）～10月3日（月）まで、蔵書点検のために休館をいたし

ました。みなさまのご協力をいただき、無事に終了することができま

した。

みなさまに、ご理解とご協力をしていただいたことにつきまして、感

謝を申し上げます。

★今年度蔵書点検の報告

蔵書点検総対象数 ３３９，３８７ 件

【中央図書館 ２８９，７５０件・がじまる号 ３４，８９０件・羽地図書室 １４，７４７件】

★点検不明件数（行方不明本） 10/31日現在

本館：２５点 がじまる号：８点 羽地図書室：２点

※休館を利用して、館内フロアのワックスがけや
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24

午後2時30分～

羽地図書室休館

27

★ブックスタート 許田ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ

28

21 22 25

勤労感謝の日

羽地図書室休館

整理休館日

中央図書館開館

30

真喜屋小学校

14

羽地図書室休館

図書館上映会

16

午後2時30分～

名護特別支援学校

23

全館定期休館日

中山分校

1513

全館定期休館日

★アメリカ情報

コーナー上映会

20

8 9 10 11 12

1 2 3 4 5

伊差川保育園

午前11時～ 瀬喜田小学校

数久田地区会館

聖ルカ保育園

29

桜野特別支援学校 あすなろ東認定

こども園

安和小学校

羽地図書室休館
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日 月 火

銀のすず保育園 ★おはなし会

緑風学園 （とんぼの会）

★おはなし会

午前11時～

（のぐちなおこ）

19

★おはなし会

午前11時～

午前11時～

（どんぐりの会）

26

午前11時～

                 2022年11月 1日

17

羽地小学校

水

風の子保育園屋我地ひるぎ学園

久辺小学校

あすなろｸﾞﾚｰｽ

全館定期休館日

金 土

18

★おはなし会

（図書館スタッフ）認定こども園

全館定期休館日

木

『いちばん楽しい マンションの間取り図鑑』

リノべる。／著 エクスナレッジ

自分の好みの物件に出会うのはなかなか難し

いが、例えばマンションを購入してリノベーション

をするとしたら、夢は膨らむ。

本書にはリノベーションした物件がテーマ別に

なっていて、ライフスタイルに合わせた部屋の配

置、広さは絵で説明がありわかりやすい。

築年数、専有面積、構造、工事期間、元々の間

取りも知ることができ、自分にはない視点、考えを

見ることができ、驚きと感動が溢れる。日々の暮

らしを振り返り、具体的なイメージ力を磨き、近い

将来いい物件とのご縁がむすばれますように…。

秋の夜長の妄想は続く。

（やきいも）

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：宮部 みゆき

今月の特集：七五三・なかやみわ

2022 絵本50選

2021科学道

職員オススメの本
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