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２  特集 夏休み直前特集（図書館・博物館） 

 

作：サイモン・ジェー

ムズ 訳：千葉 茂樹 

 今年の課題図書（感

想文）の一冊。悲しい

ことに立ち向かわない

といけないとき、人は

どう変わっちゃうんだ

ろう。 

 

マンガ/イラスト：関 和之 

 いきなり長～い作文を書

くなんてムリ！と思ってい

るそこのあなた。実は作文

は文章の集まりなんです。

文章がうまくなれば感想文

もうまくなる！？書く練習

にもってこいの一冊。 

 

監修：魔夜 妖一 

 学校がお休みだからこそ

読みたいのが学校の怖い

話。暑くて長い夜を怖い話

を読みながら過ごせばスリ

ル1000点の夏休み！ 

 

作：小嶋 陽太郎 他 4名 

 5人の作家が書いた短い

お話を集めた一冊なので好

きな時に読めるのがポイン

ト☆物語にあわせてイラス

トが違うので、読むのが苦

手な人はまずは目で見て楽

しんでみてはいかが？ 

 

まんが：上地 優歩    

監修：奥山 文弥 

 見た目地味！？でも釣れ

るとちょー楽しい！   

海には行くけど魚釣りはし

たことない…          

なんて人はもったいな～

い！海の楽しみ方が広がる

一冊です。 

 

編著：ガリレオ工房 

 自由研究に必要な観察・

調査・実験・工作のやり方

がぎゅっと詰まってます！

今年は誰かと一緒に自由研

究に挑戦してみるのはいか

が？ 

スタンリーと 
ちいさな火星人 

はじめての釣り そしてぼくらは
仲間になった 

こわい話1000 文章がうまくなる 小学生の夏休み
自由研究ブック 

図書館 おすすめ本 

城辺分館 おすすめ本 

 

さく：片川 優子  

え：いもと ようこ 

 ５年生で突然登校拒

否になった幼なじみの

仁菜と、拾ってきた薄

汚い子猫とぼくの大切

な話。高学年向けの課

題図書の一冊。 

 

作：如月 かずさ    

絵：はた こうしろう 

 今年の夏休みは吸血鬼の

ノダちゃんといっしょの自

由研究しませんか？トマト

の観察に貝がら工作、どれ

も大さわぎ! 中学年の指定

図書の一冊。 

 

作：林 木林      

絵：岡田 千晶 

 大切な友だちを失ったト

ラビスが、絶望の底から再

び希望の光を見出すまでを

描く。高学年の指定図書の

一冊。 

 

作・絵：谷口 智則 

 ブルドッグたんていに「夜

空から消えた星をさがしてく

ださい」と依頼がきた。色ん

な場所を探していると、光る

島を見つけて…。低学年の指

定図書の一冊。 

 

さく：こんの ひとみ 

え：いもと ようこ 

 心ってどこにあるの？好

きな人に会うとほっぺが

真っ赤になったから、心は

ほっぺにあるのかな。低学

年の課題図書の一冊。 

 

脚本：アーサー・ビナード

絵：丸木 俊・丸木 位里 

 どんな生き物でも、体の

中に声をかかえていて、ひ

たすら命をつくりつづけ

る。 美しい絵から、ひびい

てくるこたえに、耳をすま

す紙芝居。 

ぼくとニケ 心ってどこに 
あるのでしょう 

ブルドッグたんていと
きえたほし 

ひだまり まほうの自由研究 
紙芝居 

ちっちゃいこえ 

 各図書館のおすすめ図書はコレ！！ 

 宮古島市総合博物館では、夏休みに合わせ、「みや昆―昆虫大集合―」

を開催します。今回の企画展では、「宮古の昆虫」をテーマに宮古で見ら

れる昆虫について標本や写真などで紹介します。また、宮古の人々と昆虫

との関わりや、宮古には生息しない珍しい昆虫なども紹介します。標本や

写真で色や形、大きさを実際に見て、昆虫について学んでみませんか？  

世界の昆虫・珍しい昆虫も

大集合!! 

場所：市総合博物館 特別・企画展示室 

総合博物館：73-0567 

休館日：月曜日・祝祭日（月曜日が祝日にあたる場合は火曜日も休館） 

入館料：一般300円 学生200円 児童生徒100円 

   （高校生以下は土曜・日曜日、春休み、夏休み、冬休み等の学校が休校となる期間は無料） 

令和元年7月19日（金）～9月1日（日） 

開館時間：9：00～16：30（入館は16：00まで） 

 博物館開館３０周年記念展示 

   第３５回企画展「みや昆－昆虫大集合－」  

開館時間： 火曜日～土曜日 10：00～18：00   日曜日 10：00～17：00 

休館日： 月曜日   書籍整理日： ７/7（日）・8/6（火） 

博物館キャラクター 

もーりーくん 

図書館・博物館・公民館
の夏休み期間中のイベン
ト等を紹介します。 

新図書館オープンは ８月１７日(土) 予定 



 

 

３ 特集 夏休み直前特集（公民館） 

 

 公民館の中学生以下対象のイベントで楽しく学ぼう！！ 

未来創造センター TEL：73-1123 
FAX：73-1136 

西原地区公民館 

児童・生徒向けの初心者三線講座 

対象者：小学３年生～中学２年生 

日程：8/1(木)・8(木)・16(金)・22(木)・29(木)【５回講座】 

準備する物：三線        テキスト代：３００円 

場所：西原地区公民館 大ホール  時間： 17：00～19：00  

TEL･FAX：72-1732  

夏休み子ども英会話講座 

対象者：小学１～４年生  

日程：7/25(木)・8/1(木)・8(木)・22(木)・29(木)【全５回】 

場所：上野公民館（和室）     時間： 9：30～11：30  

 夏休み親子陶芸講座 

対象者：幼稚園児～小学６年生の親子  

日程：8/3(土)【全１回】  

場所：太陽が窯（てぃだががま）  時間： 9：30～12：30 

上野公民館 TEL：76-2483  
FAX：76-6398 

城辺公民館 

夏休み子ども絵画教室 

対象者：小学生 

日程：8/1(木)・2(金)・3(土)・4(日)【全４回】 

場所：城辺公民館 会議室     時間： 10：00～12：00  

TEL：77-4903 
FAX：77-4227 

下地公民館 

夏休み親子陶芸講座 

対象者：宮古島市在住の親子（各日１０組２０名） 

日程：7/20(土)・21(日)【全２回】 

場所：太陽が窯（てぃだががま）  時間： 10：00～12：00  

 キッズステンシル講座 

対象者：小学生（各日１０名）  

日程：7/25(木)・26(金)【全２回】 

場所：下地公民館 視聴覚室    時間： 9：00～12：00 

キッズ絵画講座 

対象者：小学生（１０名） 

日程：8/6(火)～10(土)【全５回】 

場所：下地公民館 視聴覚室     時間： 9：00～11：00  

 めざせ一等賞★夏休みかけっこ講座 

対象者：小学生（低学年１５名・高学年１５名）  

日程：8/20(火)・21日(水)低学年対象 

   8/22(木)・23(金)高学年対象【全４回】 

場所：下地陸上競技場        時間： 9：00～11：00 

TEL：76-6017  
FAX：76-6018 

伊良部公民館 

2019 summer art school 目指せ、コンクール入賞！ 

対象者：市内在住中学生（１５名） 

日程：7/30(火)～8/9(金) 

【7/30(火)・31(水)・8/1(木)・2(金)・3(土)・8(木)・9(金) 全7回】 

場所：伊良部公民館 視聴覚室   時間： 13：30～15：30  

夏休みこどもパン作り（メロンパン・あんパン）講座 

対象者：小学生（１０名）  

【小学３年生以下は保護者同伴・小学４年生以上は児童のみ参加】 

日程：8/18(日)  

場所：伊良部公民館 実習室    時間： 13：00～17：00 

TEL：78-3558  
FAX：78-6210 

各講座とも、事前申し込みが必要

ですので、各公民館までお問い合

わせください。 

第１回「土器の形づくり」  
 

日時：7/20(土) 14：00～16：00 

場所：城辺トレーニングセンター 

「土器焼き体験」 「土器に残された農耕の痕跡」 
～ﾐﾇｽﾞﾏ遺跡出土土器の圧痕分析を通して～ 

日 時：8/11(日) 14：00～15：00 

場 所：城辺庁舎２階 

定 員：２０名 

受講料：無料 

 

講座修了後、15：00～16：00にかけて 

レプリカ作成体験を行います。 

第２回「土器の焼き上げ」 
 

日時：8/3(土) 9：00～15：00 

場所：城辺公民館前集合 

 

受講料：無料 

定 員：親子１０組２０名  

対象者：子どもは小学４年生～中学３年生 

    ２回とも参加出来る方 

定員に達ししだい募集を締め切ります。 
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こども将棋講座【初級】 

対象者：中学生以下（20名）【小学生以下は保護者の受付のみを採用】 

日程：8/20(火)・22(木)・24(土)・25(日)・27(火)・29(木)・31(土)【全7回】 

場所：未来創造センター          時間： 9：30～11：30  


