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本館貸出冊数
19,275 冊

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

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

6月の統計

728 冊

全館貸出冊数

件

図書館からのお願い 　アメリカ情報ｺｰﾅｰ上映会 　図書館上映会

羽地地区ｾﾝﾀｰ貸出冊数

がじまる号貸出冊数
3,666 冊

（月） 107 人

58,494

来館者数 10,588 人

登録者数

開館日数 25 日

23,669 冊

予約件数 238

 

最近、図書館内で飲食やおしゃべりの声が大き

くなってしまう方を多く見かけます。

みなさまが気持ちよく図書館を利用していただ

けるように、図書館利用マナーを守っていただき、

特に次のことにご協力をお願いたします。

●館内では、所定の場所

（地階の喫茶コーナー/野外読書席/

やんばるパティオ）以外での飲食はでき

ません。

●飲み物は、ふたがしっかりしまる

水筒やペットボトルをかばんに入れて

ご持参ください。

●携帯やパソコン等で通話や動画の視聴、

やゲーム等もできません。

●全館禁煙です。

●感染症拡大防止対策へのご理解くださ

い。

・体調が悪い方は来館をお控えください。

・咳エチケットを行ってください。

《夏休み特別上映会》

アコークローシネマタイム

上映日/上映作品

8月3日（水）午後5時30分～

「しに怖い夜」（50分）

8月4日（木）午後5時30分～

「オキナワノコワイハナシ」（47分）

音声：日本語

《図書館上映会》

上映作品
『ピーターパンと魔法の本』 （92分）

音声：日本語

上映日

8月28日（日） 午後2時30分～

場所

中央図書館 地階 AVホール

上映作品

『Moana』

（モアナと伝説の海） （107分）

音声：英語 字幕：英語

上映日

8月14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

モトゥヌイ島には「世界が闇に覆われ

たときに海に選ばれし者が現れ、世界

を救う」そんな話を聞いて育った漁師

の娘モアナだが、ある日魚がとれなく

なってしまう。そんな時、祖母からモア

ナが海に選ばれし者だと告げられる。

モアナは世界を救えるのか！？

図書館へ行こう!スタンプラリー
名護市立図書館では８月中に、各館で貸出を行った方を対象にスタンプラリー

を行います。３つのスタンプをもらった方には、プレゼントがあります。お気軽に

スタンプラリーに参加してみませんか。

●参加条件

利用者カードを持っている全ての方

●スタンプ押印期間

8月9日（火）～8月31日（水）

●商品引換期間

8月9日（水）～9月14日（水）

●参加方法

1.貸出窓口（中央図書館、羽地図書室、

がじまる号）で、スタンプカードを受け取る。

2.中央図書館、 がじまる号、羽地図書室

のうち２か所以上、計３つのスタンプを、資

料の貸出後職員におしてもらう。

3.スタンプを３つ集めたら、中央図書館の

相談窓口で、スタンプカードと引き換えに

プレゼントを受け取る。

がじまる号より

いつもは、名護市の各所で貸出

を行っているがじまる号ですが、

８月は中央図書館で貸出する日

があります。この機会にがじまる

号を利用してみてね。

がじまる号特別巡回

8月11日（木）

午前10時～午後2時

場所 中央図書館地下１階

がじまる号駐車スペース
利用者カードを忘れずに持ってきてね。

英語でチャレンジ！
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旧盆（ウンケー）

許田ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ

★ブックスタート あすなろ東認定

こども園午前11時～

24 25

17 18

旧盆（ナカビー）

全館定期休館日

全館定期休館日

1614

全館定期休館日

羽地図書室休館

★アメリカ情報

コーナー上映会

21 22 23

全館定期休館日

やまびこ久辺保育園

東江地区会館

整理休館日

28 29 30 31

★図書館上映会

羽地図書室休館

中央図書館開館

★図書館司書体験 ★図書館司書体験

15

午後2時30分～

数久田地区会館

聖ルカ保育園

羽地図書室休館

羽地図書室休館

午後2時30分～
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日 月 火 水 木 金 土

★子ども司書体験 ★子ども司書体験

8 9 10 11　山の日 12 13

1 2 3 4 5 6

全館定期休館日 あすなろｸﾞﾚｰｽ

認定こども園

風の子保育園 星のしずく保育園

午前11時～

★ｱｺｰｸﾛｰｼﾈﾏﾀｲﾑ ★ｱｺｰｸﾛｰｼﾈﾏﾀｲﾑ

★子ども司書体験

（のぐちなおこ）

20

★おはなし会

（どんぐりの会）

午前11時～●午後5時閉館

26

午前10時～午後2時

がじまる号本館巡回 

午後5時30分～ 午後5時30分～

羽地図書室休館

（図書館職員）

                 2022年8月 1日

午前11時～

銀のすず保育園 ★おはなし会

（とんぼの会）

旧盆（ウークイ）

★おはなし会

午前11時～

19

27

★おはなし会

『ふたごパンダのこころコロコロ』
西島三重子／文 はせがわゆうじ／絵

中央公論新社

ふたごのパンダがあったかいひだまりで、コロコロ

遊んだり眠ったり、ときには考え事をしたり。「たまの

やすみ こころもからだも ムシボシしよう」「まよった

ときはかんがえよう どっちをえらべば こころがあ

たたかくなるか」モフモフでとてもかわいいふたごの

パンダの絵と、優しい言葉で綴られていて、読むと

心が温かくなります。

自分自身が少し疲れていると感じるときや、大切

な人が頑張りすぎていると感じるとき、この絵本を読

んでちょっと肩の力を抜いてみませんか。絵もとても

かわいいので小さなお子さんから大人まで楽しめる

一冊です。(ちゅこ)

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。

今月の特集：指定・課題図書

2022 絵本50選

ひとはこ文庫：西村京太郎

・咳エチケットを行ってください。

職員オススメの本

※ 新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、

おはなし会や上映会については中止、もしくは座

席に制限を設けることがございます。ブックスター

トについても、絵本の引換のみになることがござ
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