
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時：毎月第２土曜日 午後 3 時～3 時 30 分   

場所：1階 資料図書室おはなしのへや 

職員による絵本や紙しばいの 

読み聞かせをしています。 

お気軽にご参加ください！ 

護佐丸歴史資料図書館だより「ごさまる通信」 12・1 月号  

ごさまる通信 
2017 年 12 月 1 日発行 No.8 

ミニマム通信：図書館をご利用頂きありがとうございます。 

12 月 29 日（金）から 1月 3 日（水）は年末年始のため休館となります。 

12 月 28 日（木）は午後 5 時まで開館していますので、お気軽にご来館ください。 

歴史資料図書館HP 

1 

定例おはなし会  

12 月のおはなし会 

12 月 9 日(土) 

 

1 

クリスマス企画 DVD 上映会 

「北の国のキャスパー」 

     （「キャスパー」より） 

「サンタ・カンパニー」 

1 月のおはなし会 

1 月 13 日(土) 
 

ブックスタート  

乳児一般健診の終了後に、5 冊の中から

1 冊を選んでもらい、絵本 1 冊と絵本

バッグ、アドバイスブックレット等をプ

レゼントします。対象は 8～11 ヵ月児

(後期)のすべての赤ちゃんです。 

 

会場：吉の浦会館 

乳児一般健診受診後 

※【絵本引換券】に必要事項を記入し、

ブックスタートの受付へ提出をお願

いします。 

次回のブックスタート 

1 月 20 日(土) 
 

時 間／14：30～15：15 

場 所／企画展示室（3 階） 

だれでもさんかできるよ。 

みんな、みにきてね。 

12/17 
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ご自宅に返却日の過ぎた図書館の資料はありませんか？次に借り

たい人のために返却期限を守り、早めに返すようお願いします。 

図書館が閉まっている時は、「返却ポスト」をご利用ください。 

～返し忘れの資料はありませんか？～ 
図書館からの 

おねがい 

12 月のおすすめ企画 

１F：（わくわく！クリスマス） 

   まちにまったクリスマスが近づいてきました！子どもたちが大好きなサンタクロースや、 

   クリスマスの本をたくさんご紹介。家族や友だち、大好きな人たちと一緒に読んでみま 

   せんか？ 
 

２F：（2017 年ちょっと気になったニュース） 

   2017 年は、皆さんにとってどんな一年になりましたか？今年の「ちょっと気になった 

   ニュース」を本や新聞で振り返ってみました。大統領就任、引退宣言、今年もいろいろ 

ありましたね・・・。 

 

図書館では、時期に合わせてテーマ別のおすすめ企画として、資料の展示・紹介をしています。 

2 
ミニマム通信：今年も残り１か月。忘年会、新年会のシーズンに入りますが、皆さん、食べ過ぎ飲み過ぎには 

気をつけましょうね (*^▽^*) 

11 月 16 日（木）に秋の歴史講演会「琉球王国時代の中

城-近世の中城について-」（講師：沖縄県立博物館・美術館

館長 田名真之氏）を開催しました。 

小雨がちらつく天気ではありましたが、中城村内・外 120

名の方々にお越しいただきました。護佐丸・阿麻和利の乱

が起きる前の 1454 年に、尚泰久王に送られた書簡が今も残

っているという話は驚きました。貴重な講演をして頂きま

した、田名先生に感謝いたします。 

ご来場いただいた皆さま、誠にありがとうございました。 

中城歴史展示室からのお知らせ 

講演会を開催しました 

ただいま企画展準備中です 

中城中学校第 1 期生集合写真 

（撮影：1948 年 提供：平安名常喜氏） 

平成 30 年 2 月ごろに、中城村の学校のあゆみを紹介する

展示会を企画しています。そこで、村内各学校や個人の方

から、学校に関する写真を募集しています。先日、中城中

学校第 1 期生（1948 年撮影）の集合写真の提供がありまし

た！誠にありがとうございます。みなさんの押し入れに眠

っている写真などの資料を当館へ提供し、中城村の皆さま

に公開しながら思い出を語り合いませんか？ 

心当たりのある方は当館スタッフへお声かけください。 

【問い合わせ先 ＴＥＬ：098-895-5302】 



 

 

  

  

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般 丹野智文笑顔で生きる 認知症とともに 丹野 智文∥著 ほか 916 /ﾀ  

一般 お化けの愛し方 なぜ人は怪談が好きなのか 荒俣 宏∥著 902.3 /ｱ  

一般 ゼロから話せる接客のひとこと英会話 菅野 有花∥著 673.3 /ｶ  

郷土 現在の新聞漫画を読む 竹本 公彦∥著 K 720 /ﾀ 

郷土 沖縄の織物 柳 悦州∥編 KR 750 /ｵ 

ティーンズ そらみみ植物園 西畠 清順∥文 Y 470.4 /ﾆ 

ティーンズ 
 船登 惟希∥著 ほか Y 375 /ﾌ  

ティーンズ iPS 細胞を発見!山中伸弥物語 上坂 和美∥著 Y 289.1 /ﾔ 

ティーンズ マジ文章書けないんだけど 前田 安正∥著 Y 816 /ﾏ 

こども さかなだってねむるんです 伊藤 勝敏∥写真 ほか J 487 /ｲ  

こども 杉原千畝と命のビザ 自由への道 ドム リー∥絵 ほか E /ｽ  

こども ばけバケツ 軽部 武宏∥作 E /ﾊﾞ  

赤ちゃん ゆびさしな～に? とよた かずひこ∥著 E /ｱ /赤ちゃん 

3 
ミニマム通信：11/16 の『アメトーーク！読書芸人』で紹介された本の特設コーナーも 2F にご用意しました！ 

残念ながら当館には紹介された本の所蔵が少なかったため、未所蔵本の購入を検討中です。揃い 

次第特設コーナーに追加していきますので、ご来館の際はぜひコーナーを覗いてみてください♪ 

10 月 5 日、日本生まれの英国人作家カズオ・イシグ

ロさんが 2017 年ノーベル文学賞を受賞されました！

このほど当館にもイシグロさんの著書が揃いました

ので 2F 特設コーナーを設けて皆さまをお待ちしてお

ります。ぜひご利用ください♪ 

カズオ・イシグロさんの著書が揃いました！  

『忍者・忍術超秘伝図鑑』 
山田 雄司∥監修 （J 789 ﾆ） 

日本にはこんなにたくさんの忍者がい

た！忍術や忍び道具まで忍者の情報がも

りだくさんのひみつ図鑑！これを読めば

あなたも忍者になれるかも？ 

つまずきたくない人いまから挽回したい人の

ための高校の勉強のトリセツ 

「遠い山なみの光」 

「忘れられた巨人」 

「充たされざる者」 

「日の名残り」 

「わたしたちが孤児だったころ」 

「夜想曲集」 ほか２冊 

http://4.bp.blogspot.com/-xoGOLiqzzJE/V0zPeJQKxuI/AAAAAAAA7DU/pLcL0KlIHh4ksn7lBE7eWRIhBdwZ8PyTACLcB/s800/ninja_musasabi.png


=休館日 

・毎週火曜日 ・振替休館 10日（水） 

・18日（木）資料整理日 

＝４日（木）御用始め、午後 5時 閉館 

=おはなし会 13日（土） 

  =ブックスタート 20日（土）  

  

 

 

 

 

 

                      

 

 

12 月 
  

日 月 火 水 木 金 土 

          1  2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31 
 

          

1 月 
     

日 月 火 水 木 金 土 

  1 2 3 44 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31       

4 
ミニマム通信：スタッフブログも随時更新中！ ぜひご覧ください。http://loh530.ti-da.net/        

 

 

 

［資料図書室］ 

月・水～金・祝：午前 10時～午後 7時 

土・日：午前 10時～午後 5時 

※土日に祝日があたるときは午後 5時閉館 

 

［中城歴史展示室］ 

午前 10時～午後 5時 

※団体で見学の際は、事前に予約をお願いします。 

 

毎週火曜日 ※祝日にあたるときは翌平日の開館日 

祝日の翌平日 

資料整理日（毎月第 3木曜） 

※祝日にあたるときは翌平日の開館日 

慰霊の日 

年末年始 

特別資料整理期間 

休館日 
 

開館時間 
 

開館カレンダー 
 

護佐丸歴史資料図書館へのアクセス 

●車 

国道 329号 

「吉の浦公園入口」の信号を海側に入り、2 つ目の

十字路を右折。吉の浦会館向かい。駐車場：50台 

 

●バス 

東陽バス 30系統（泡瀬東線）当間下車徒歩 7分 

 

●護佐丸バス（村内循環バス） 

吉の浦会館下車 

 

［所在地］ 

〒901-2407 

沖縄県中頭郡中城村字安里 215番地 

TEL.098-895-5302 FAX.098-895-5353 

=休館日 

・毎週火曜日 ・21日（木）資料整理日 

・年末年始（12/29～1/3）  

＝28日（木）御用納め、午後 5時 閉館 

=おはなし会 9日（土） 

  =クリスマス企画「DVD上映会」17日（日）  

=休館日 

・毎週火曜日 ・振替休館 10日（水） 

・18日（木）資料整理日 

＝4日（木）御用始め、午後５時 閉館 

=おはなし会 13日（土） 

＝ブックスタート 20日（土） 

お知らせ 

12・1月にメンテナンス工事があるため、休館日に変更が出る可能性があります。 

工事のスケジュールが決まりましたらホームページ等でお知らせいたします。 


