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

夏休み期間中の図書館利用について

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。

★今月のテーマ★
中央館：外国の歴史に触れてみよう！（一般）
あつまれ～夏！！（児童）
石川館：夏のお出かけ…海派、山派？（一般）
ぼく、わたしの夏休み！（児童）
勝連館：おばけ

だいしゅうごう！

☆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。

夏休み期間中の図書館は、
多くの児童・生徒が調べ学習のため
来館します。そのため、
調べものコーナーが満席になることが予
想されます。調べものコーナーは図書館の資料を使って調べも
のをする席となっていますので、
自己資料を持ち込んでの学習は
ご遠慮ください。より多くの利用者が図書館を気持ちよく利用
できるよう、
ご協力よろしくお願いいたします。
★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。

行事案内（7月中旬〜8月初旬）

読み聞かせにこの 1冊

行事

日時

サークル名等

絵本作家
しろま せいゆう氏
読み聞かせ会

7 月 14 日（土）
午後２時 30 分～

『夏がきた』

あかちゃんのための
おはなし会

７月 19 日（木）
午前 11 時～

すだち

羽尻 利 門 作
あすなろ書房（所蔵館：勝連）

世界の絵本
読み聞かせ会

７月 26 日（木）
午前 10 時 30 分～

韓国国際交流員
パク ウ ン ジ
朴 垠祉 氏
中国国際交流員
シャオ ジ ン ビ ン
肖 錦彬 氏

図書館クイズラリー

８月２日（木）
午後２時 30 分～

受付：７月 19 日（木）
午前 10 時～先着 10 組
対象：うるま市在住の
小学生の親子

は じ り としかど

中央

セミの声、風鈴、麦茶の氷、花火・・
・。夏ならではの音を、
子どもの一日を通して、あざやかな絵で表現しています。
「楽しみに待っていた夏がきた！」という嬉しさが伝わっ
てくる一冊です。
今回は、絵本のクイズを出すよ。
３つの中から答えを選んでね。答
えを探しに図書館にきてね！
さ

さ

き

『ぶたのたね』（佐々木 マキ 作・絵／絵本館）で
おおかみがこれまでに食べたことのあるものは、
やさいと何でしょう？
①ぶた ②木の実 ③おばあちゃん

石川

問題

受付：７月 26 日（木）
夏休み親子工作教室
８月９日（木）
午前 10 時～先着 10 組
キラキラレインボー
ふ ち ん し
午前 10 時 30 分～ 対象：うるま市在住の
と浮沈子
小学生の親子

今年の夏はどう過ごしますか？計画中の方におすすめ！
家族や友人、仲間と楽しく過ごせる一冊を紹介します。
やましろ すなお

山城 淳 編集／山城 淳

（一般書）所蔵館

中央・石川・勝連

『キャンプでやってみる子どもサバイバル』
かわぐち

たく

「サバイバルキャンプ」をしながら、生きるための力を育も
う！理論・導入・実践に分けてキャンプをスムーズに行う
手順やテクニックを、写真やイラストを使って解説します。

中央

『モテ×ウケ ! バーベキューレシピと超ラクアウトドア』
たけだバーベキュー 著／学研パブリッシング

簡単でおいしい料理のレシピはもちろん、グッズの紹介
や火のおこし方など、“ バーベキューを楽しくする方法 ”
（一般書）所蔵館 中央
を紹介します。
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コスモスの会

Let's go としょかん

８月４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

おはなしパラダイス

７月 14 日（土）
午前 10 時 30 分～

フォリエ

夏休み親子工作教室
チーズの空き箱で
リメイク工作

７月 21 日（土）
午前 10 時・11 時
午後２時・３時

受付：７月 7 日（土）
午前 10 時～各先着 5 組
対象：うるま市在住の
小学生の親子
ろくひら え

川口 拓 著／ベースボール・マガジン社

（一般書）所蔵館

勝連

県内で釣れる魚の釣り方や漁場、釣れる季節や時間帯な
ど長年の経験で得た極意を紹介。糸の結び方や針への餌の
付け方など初心者でも分かりやすく解説しています。

７月 21 日（土）
午前 10 時 30 分～

受付：７月 22 日（日）
夏休み親子工作教室
８月５日（日）
午前 10 時～先着 10 組
パカパカおばけ
午前 10 時 30 分～ 対象：うるま市在住の
小学生の親子

暑い夏を 楽しもう！！
『山城淳塾長の熱血釣り塾』

おはなしワールド

夏休み企画
おやこ絵本
クッキング

おはなしパラダイス

み

講師：六平恵美 氏
受付：7 月 14 日（土）
７月 28 日（土） 午前 10 時～先着 5 組
午前 10 時 30 分～ 対象：うるま市在住の
小学生の親子
参加料：1 人 500 円
８月４日（土）
午前 10 時 30 分～

図 書 館 休館 日

ラビット

■ 毎週月曜日

ブックイズの答え：②木の実

ブックイズ !?

パネルと原画展
６月 29 日（金）
〜７月 15 日（日）

