中央図書館 974－1112
石川図書館 964－5166
勝連図書館 978－4321

今月のおすすめ資料
図書館では、毎月テーマ別に特集を組んで
たくさんの資料を展示・紹介しています。

【共 催】（株）シネマ沖縄、県内開催地の図書館
【支 援】沖縄県、（公財）沖縄県文化振興会
【日 時】11 月 18 日（日）午後２時 30 分～午後４時 30 分
【場 所】中央図書館２階会議室
【参加料】無料
【内 容】一般市民が撮影した、1950 ～ 70 年代の懐かしい
風景を記録した「８ミリ映画」を上映します。映像解説のほか、
参加者の皆様からも情報を受け付けながら進行します。皆様
のご参加お待ちしております！

★今月のテーマ★
中央館：秋、読書日和。（一般）
えほんの秋 みーつけた！（児童）
石川館：芸術の秋はいかが？（一般）
あこがれの おしごと（児童）
勝連館：のりもの

平成 30 年度 沖縄文化芸術を支える環境形成推進事業
「図書館ツアー上映2018 懐かしの沖縄8ミリ映画の記憶」

だいすき

☆館内利用者用コンピュータ端末およびホームページからご覧になれます。

平成 30 年度 としょかん活用講座
「増え続ける “ 紙 ” を撃退！すっきりおうちファイリング」

読み聞かせにこの1冊

かみむら

【講
【日
【場
【対

『おなかのなかで』
し ま の

しずく

島野 雫 作・絵
教育画劇（所蔵館：石川館）
きつねくんがかもくんをぱくりと飲み込むと、今度は大き
なおさかなさんがきつねくんをぱくり。おさかなさんの真っ
暗なお腹の中で、きつねくんが怖くて泣きだすと…。
お腹の中で巻き起こる、不思議で楽しいユーモア絵本です。

師】神村 さゆり 氏（ファイリングデザイナー １級）
時】11 月 21 日（水） 午前 10 時 30 分～
所】中央図書館 ２階会議室
象】うるま市在住の方で、ファイリングの方法を
学んでみたい方・興味のある方
【定 員】20 名（先着順）
【材料費】800 円（ホルダー・ラベル・テキストファイル代）
※ファイリング BOX もご希望の方は、別途 700 円徴収となります。
【受 付】11 月１日（木）～ 11 月 11 日（日）
※材料費をご持参の上、
直接中央図書館にてお申込みください。

わかる英語で話す人形劇「Kijimuna The Hero」

「働く」を考える
勤労感謝の日にちなんで、仕事や働くことに
ついてさまざまな角度から書かれた本を選んで
みました。これから働く方、今働いている方や
引退した方も、ぜひ手に取ってみてください。

『おべんとうの人』

あ べ

さとる

阿部 了 写真・文／木楽舎

いろんな職種の「働く人」を支えている、よそ行きじゃ
ないリアルなお弁当をのぞいてみましょう。
テレビの番組内コーナー「お弁当を見に行く」をまとめ
た一冊です。
（一般書）所蔵館 中央

『介護と仕事をじょうずに両立させる本』
いいの

み き

【主 催】英語多読会の仲間たち
【日 時】11 月 25 日（日） 午後３時～
【場 所】中央図書館 ２階会議室
【内 容】さびしいキジムナーにお友だちができる人形劇を、
わかりやすい英語で行います。人形を使ったワークショップ
もあるよ！
入場無料（定員 60 名・要整理券）
整理券発行日：11 月 11 日（日）～
整理券発行場所：中央図書館・石川図書館・勝連図書館
※お問い合わせは、中央図書館にお願いします。

行事案内（11月中旬〜12月初旬）

こ

飯野 三紀子 著／方丈社

仕事と介護を両立させるには多くの時間と労力を費やし
ます。だからこその “ 他力本願 ”。一人で悩まず、前へ進
むために必要なさまざまなサポートや心得をご紹介しま
す。
（一般書）所蔵館 石川

『キャリアと出産』

おおば

毎週月曜日
11 月 3 日（土）文化の日
■ 11 月 22 日（木）館内整理日
■ 11 月 23 日（金）勤労感謝の日

★借りた資料は、中央館・石川館・勝連館、どの図書館でも返却できます。
★図書館にない本は、リクエストすることができます。
広報
2018 11月号

サークル名等

あかちゃんのための
おはなし会

11 月 15 日（木）
午前 11 時～

すだち

おはなしの部屋

11 月 24 日（土）
午前 10 時 30 分～

あさがおの会

おはなし会

12 月 8 日（土）
午後 3 時～

図書館スタッフ

おはなしワールド

11 月 17 日（土）
午前 10 時 30 分～

サークルピピ

Let's go としょかん

12 月１日（土）
午前 10 時 30 分～

サークルピピ

おはなし会

毎週金曜日
午前 10 時 30 分～

ラビット

勝 おはなしパラダイス
連

11 月 10 日（土）
午前 10 時 30 分～

ラビット

おはなしパラダイス

12 月８日（土）
午前 10 時 30 分～

ミュージック

中
央

石
川

■
■

9

日時

大葉 ナナコ 著／河出書房新社

女性が働きながら出産、育児をしていくにはどのような
社会が望ましいのか。社会の現状や制度、課題などについ
て、仕事と育児を両立する著者自身の体験も織り交ぜなが
（一般書）所蔵館 勝連
ら提言した、働く女性へ送る一冊。

図書館休館日

行事

ＦＭうるま（86.8MHz）にて「うるま市広報ラジオ」放送中！（月曜～木曜 正午から 10 分間）

