
　

 

（累計）  人

羽地地区ｾﾝﾀｰ貸出冊数

がじまる号貸出冊数
3,572 冊

（月） 114 人

58,608

来館者数 11,510 人

登録者数

開館日数 26 日

25,175 冊

予約件数 169

696 冊

全館貸出冊数

件

今月の新着本 　アメリカ情報ｺｰﾅｰ上映会 蔵書点検ってなに？
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本館貸出冊数
20,907 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/

7月の統計

 

今月、名護市立図書館では蔵書

点検を行います。

当館では約35万点の資料（本や

紙芝居、DVD、CD等）を所蔵してい

ます。

蔵書点検はそれらの資料の中に、

あるべき場所にない迷子の本や、

行方不明の資料がないかを確認す

る、図書館にとって大切な作業で

す。

図書館の中で迷子や行方不明に

なっている本があれば、それを見つ

け、元の場所に戻します。そうする

ことで資料が利用しやすくなります。

よりよい環境づくりのために、皆

様のご理解をお願いいたします。

上映作品

『Norma Rae』

（ノーマ・レイ） （115分）

音声：英語 字幕：日本語

上映日

9月11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

アメリカの南部の紡績工場で働く、ｼﾝ

ｸﾞﾙﾏｻﾞｰのﾉｰﾏ・ﾚｲ。全米繊維産業労

働組合から派遣されてきたﾙｰﾍﾞﾝと出

会い、彼に影響を受け、共に工場に

労働組合を結成する活動を行う。

ｱｶﾃﾞﾐｰ賞作品賞にﾉﾐﾈｰﾄされた作品

です。

蔵書点検に伴う休館のお知らせ
期間：９月19日(月)～１０月3日(月)
蔵書点検（約３５万点の資料の状況把握）のため、上記期間中は

中央図書館、がじまる号、羽地図書室は休館となります。

ご不便をおかけいたしますが、利用者の皆様のご理解と

ご協力をお願いいたします。

休館中の本などの返却方法
下記の返却ポストをご利用ください。

中央図書館：本・雑誌・紙芝居は壁付の返却ポスト

DVD・CD等は独立型（水色）の返却ポスト

羽地図書室：羽地地区センター入口の独立型の返却ポスト

※羽地地区センターの返却ポストは本・雑誌・紙芝居専用です。

AV資料は返却できません。ご注意ください。

◆児童

『がっこうにまにあわない』（えほん）

ザ・キャビンカンパニー／作 あかね書房

『ぼくは勇者を助けたい』

中松まるは／作 童心社

『貝のふしぎ発見記』

武田晋一／写真・文 少年写真新聞社

◆一般

『小学生から自学力がつく！』

清水章弘／著 すばる舎

『ドリフターズとその時代』

笹山 敬輔／著 文藝春秋

『鯨の岬』

河崎 秋子／著 集英社

◆郷土（オキナワの本）

『渡波屋から世界へ』

眉屋私記文学碑建立期成会／編

『沖縄「平和の礎」はいかにして創られたか』

高山 朝光／編著 高文研
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★おはなし会

（図書館職員）

29
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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～

蔵書点検休館

16

安和小学校

24

（のぐちなおこ）

17

蔵書点検休館

30

午前11時～

23

5 6 7 8 9 10

1 2 3

あすなろｸﾞﾚｰｽ

認定こども園

星のしずく保育園

午前11時～羽地小学校

稲田小学校
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日 月 火 水 木 金 土

風の子保育園 伊差川保育園

久辺小学校

全館開館

12

午後2時30分～

瀬喜田小学校

屋我地ひるぎ学園

真喜屋小学校

蔵書点検休館

羽地図書室休館

蔵書点検休館 蔵書点検休館

10/2

25 26 27 28

蔵書点検休館 蔵書点検休館 蔵書点検休館蔵書点検休館

10/8

10/1

蔵書点検休館蔵書点検休館

全館定期休館日

中山分校

全館定期休館日

13

数久田地区会館

11

蔵書点検休館

羽地図書室休館

★アメリカ情報

コーナー上映会

18 19 20

羽地図書室休館

10/3 10/4 10/5 10/6 10/7

許田ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ

あすなろ東認定

こども園

21 22

14 15

蔵書点検休館

★ブックスタート

午前11時～

蔵書点検休館

蔵書点検休館

『絵本 眠れなくなる宇宙のはなし』

佐藤勝彦／作、長崎訓子／絵 講談社

「宇宙にはいくつ星があるのだろう？」「どこまで続い

ているのだろう？」といった疑問を抱いたことはありま

すか？この絵本はそんな素朴な問いに寄り添います。

宇宙について昔の人がどのように考えたのか、どのよ

うに考え方が変わっていったのか、科学的大発見を盛

り込み、古代エジプトの暦から現代天文学が明らかに

した宇宙の姿までを順を追って語り、人類が辿った宇

宙観の変遷と現代に至る宇宙論を平易な言葉と色鮮

やかなイラストで丁寧に描いています。

絵本の元になったのは同タイトルの一般書で、両書

とも著者は世界的に有名な宇宙論・宇宙物理学専門

の理学博士の佐藤氏です。それぞれを読み比べたり、

親子で宇宙について考えてみるのも楽しそうですね。

（みくちょ）

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：月見

いもとようこ

2022 絵本50選

ひとはこ文庫：西村京太郎

職員オススメの本

※9月21日（水）は休館ですが、ブックスタートは開催します。対象者は地階入口からお入り

ください。
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