
 

１．２０２２年度 各種事業計画 

（１） 事業一覧（予定含む） 
４月 

～５月 

【こども読書の日関連事業】 

・ブックスタートの紹介（中央図書館） 

・図書館クイズ（中央図書館） 

・春のキラキラおはなし会 他（牧志駅前ほしぞら図書館 5月） 

・春のうきうきおはなし会（小禄南図書館） 

・春のうきうきおはなし会（首里図書館） 

・春のおはなし会（石嶺図書館 4/23） ※中止 

・春のわくわくおはなし会（繁多川図書館 5月14日） 

６月 【慰霊の日関連事業】各館にて行事取り組み（沖縄戦関連資料展示他） 

・慰霊の日資料展示（中央図書館） 

・慰霊の日資料展示（牧志駅前ほしぞら図書館） 

・慰霊の日資料展示（小禄南図書館） 

・慰霊の日資料展示（首里図書館） 

・慰霊の日資料展示（若狭図書館） 

・慰霊の日資料展示（石嶺図書館） 

・慰霊の日資料展示（繁多川図書館） 

・天妃小学校平和学習（繁多川図書館） 

・識名小学校平和学習（繁多川図書館） 

・識名こども園おはなし会（平和に関する絵本のよみきかせ）（繁多川図書館） 

【読書感想文・感想画課題図書・指定図書への取り組み】 

・課題図書・指定図書の特集展示（中央図書館 6～9月） 

・課題図書・指定図書の特集展示（石嶺図書館 6～9月） 

７月 

～８月 

【たなばた関連事業】 

・笹への短冊むすび（中央図書館） 

・笹への短冊むすび（牧志駅前ほしぞら図書館） 

・笹への子供たちの願いを描いた短冊むすび（小禄南図書館） 

・笹への短冊むすび（石嶺図書館） 

・笹への子供たちの願いを描いた短冊むすび（繁多川図書館） 

【夏休み関連事業】各館にて行事取り組み 

・夏休みわくわくこども会＆夏休み工作教室（中央図書館 7/30） 

・夏休み映写会（中央図書館 8/3） 

・中学生向け講座（中央図書館 8/6） 

・夏休み子ども応援隊（牧志駅前ほしぞら図書館 8月） 

・夏休み特別企画 キラキラおはなし会（牧志駅前ほしぞら図書館 8月） 

・夏休み工作教室（牧志駅前ほしぞら図書館 8月） 

・夏休み工作教室（小禄南図書館 7月～8月） 

・夏休みおはなし会（小禄南図書館 8月） 

・夏のこわ～いお話会（小禄南図書館 7月～8月） 

・親子てづくり教室（首里図書館 7月） 

・夏休みおはなし会（首里図書館 8月） 

・夏休み工作教室・夏のこわ～いお話会（若狭図書館 7月～8月） 

・夏休み子ども教室（石嶺図書館 7月） 

・夏休み工作教室・ルンルン月曜日・夏のこわいおはなし会（繁多川図書館） 

・天久児童クラブへ出前おはなし会（繁多川図書館 8/5） 

９月 ・おはなしボランティア養成講座（中央図書館 9月～10月） 

・しまくとぅばおはなし会（繁多川図書館） 

１０月 

～１１月 

【秋の読書週間関連事業】各館にて行事取り組み 

・秋のわくわくこども会青空おはなし会（中央図書館 10/29） 

・資料展示『ガウディ生誕170年記念「建築」』（牧志駅前ほしぞら図書館） 

・本の福袋（牧志駅前ほしぞら図書館） 

・オリジナルしおり（職員手作り）の配布（牧志駅前ほしぞら図書館） 

・リサイクル本の提供（牧志駅前ほしぞら図書館） 

・秋のキラキラおはなし会（牧志駅前ほしぞら図書館 11月） 

・秋のうきうきおはなし会（小禄南図書館） 

・読書週間テーマ資料展示、関連企画（小禄南図書館） 

・読書ノートの配布（小禄南図書館） 
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・ぬいぐるみお泊り会（小禄南図書館） 

・秋のうきうきおはなし会（首里図書館） 

・読書週間テーマ資料展示、関連企画（首里図書館）   

・読書週間テーマ資料展示、関連企画（若狭図書館）  

・秋のおはなし会（石嶺図書館） 

・読書ノートの配布（石嶺図書館） 

・手作りしおりの配付（石嶺図書館） 

・石嶺中学校コラボ企画・石嶺中学校生徒のPOP展示（石嶺図書館 9月末～10月始め） 

・秋のおはなし会（繁多川図書館） 

１２月 

～１月 

【「なは教育の日」関連事業】各館にて行事取り組み】 

・「活字で読むのが苦手でも本を楽しもう！デイジー図書の紹介」（中央図書館 12月） 

・「読書のバリアフリー 大活字本・朗読CDなどの紹介」（中央図書館 1月） 

・『宇宙』（牧志駅前ほしぞら図書館） 

・なは教育の日関連特集（小禄南図書館） 

・なは教育の日関連特集（首里図書館） 

・首里中学校×首里図書館コラボ企画「本のおすすめＰＯＰ展示します」（首里図書館） 

・なは教育の日関連特集（若狭図書館） 

・那覇教育の日関連特集（石嶺図書館） 

・クリスマスおはなし会（石嶺図書館） 

・繁多川図書館文化講演会（繁多川図書館） 

・繁多川公民館まつり リサイクル広場（繁多川図書館） 

・クリスマスおはなし会（繁多川図書館） 

・「なは教育の日」おはなし会（繁多川図書館） 

・公民館共催プレパークおはなし会(繫多川図書館) 

２月 【公民館関連事業】各館にて行事取り組み 

・中央公民館まつり リサイクル資料提供会（中央図書館） 

・牧志駅前ほしぞら公民館まつり キラキラおはなし会、リサイクル本の提供（牧志駅前ほしぞら図書館） 

・小禄南公民館まつり おはなし会、リサイクル本の提供（小禄南図書館） 

・首里公民館まつり うきうきおはなし会（首里図書館） 

・若狭公民館まつり おはなし会とリサイクル本の提供（若狭図書館） 

・石嶺公民館まつり わくわくおはなし会、リサイクル本の提供（石嶺図書館） 

・リサイクル資料の提供(繁多川図書館) 

３月 各館にて行事取り組み 

（２） 定例会等日程 （感染状況によって実施を決定） 
中央図書館 

 

第１・２・５土曜日 

第３土曜日 

第４土曜日 

午後2時～2時30分 

おはなし会 

おはなし会（ボランティア） 

手作り工作会 

牧志駅前ほしぞら図書館 第１・２日曜日 

第３日曜日 
午前11時～11時30分 

おはなし会（ボランティア） 

おはなし会＆簡単な折り紙 

小禄南図書館 第２土曜日 

第４土曜日 
午前10時30分～11時 

おはなし会 

おはなし会（ボランティア） 

首里図書館 第１土曜日 

第２・４土曜日 

第３・５土曜日 

午前11時～11時30分 

おはなし会＆手作り工作 

おはなし会（ボランティア） 

おはなし会 

若狭図書館 第１・２・３土曜日 

第４・５土曜日 
午前11時～11時30分 

おはなし会（ボランティア） 

おはなし会＆折り紙工作 

石嶺図書館 

 

第１土曜日 

第３土曜日 
午前10時30分～11時 

おはなし会（ボランティア） 

おはなし会＆工作 

繁多川図書館 毎週水曜日（第３水曜を除く） 

第２・４土曜日 
午前11時～11時30分 

ぴよぴよおはなし会（0～2歳） 

おはなし会＆折り紙工作 

（３） その他 

おもちゃ病院  （感染状況によって実施を決定） ・毎月第３土曜日 午前10時～午後3時 場所：繁多川図書館 
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２．各種講座・おはなし会・その他の事業（2021年度実績） 
新しい知識を得る場の提供、そして図書館へ親しんでもらうことで読書へのきっかけを作りたい。 

那覇市立図書館では、この目的のために各種講座、文化講演会、展示会、おはなし会等を行ないました。 

 

 

（１）各種講座、集会行事及び特別展示等 

〇 おはなしボランティア養成講座 ～ステップアップクラス！～  
おはなしボランティアとして保育園・幼稚園・小学校等で活動している方や、これからボランティア参加を希望する方を

対象に、読み聞かせの実技のほか活動する際のルールや心得などを学びます。 

※2021年度は、新型コロナウィルス感染拡大防止のため開催中止 

〇『おはなしがいっぱい』  

平成23年度に、なは教育の日・牧志駅前ほしぞら図書館開館記念事業として開催し、平成24年7月のボランティア団体交

流会において毎年開催が決定しました。交流会は、団体や個人で活動されているおはなしボランティアと図書館職員との情

報交換の場であり、「おはなしがいっぱい」開催に向けて運営や演目内容などの調整および開催後の反省点について話し合

い、より良い会になるよう努めています。       ※2021年度は、新型コロナウィルス感染拡大防止のため開催中止 

〇 各種記念週間・月間等での各館の取り組み 

■ こどもの読書週間（4月23日～5月12日） 

2021第63回「こどもの読書週間」標語『いっしょによもう、いっぱいよもう』 

「こどもの読書週間」は「子どもたちにもっと本を！」との願いから1959年に始まり、2000年から現在の4月

23日～5月12日になりました。期間中は、図書館や書店、学校などで、読み聞かせや人形劇など楽しい行事がい

っぱい行われます。「こどもの読書週間」は、大人が本を子どもに手わたす週間でもあります。 

主催館 月日 内容 参加人数 

全館 5月1日～ 

無くなり

次第終了 

【企画】こどもの読書週間＆那覇市市制施行100周年記念企画  

図書館職員がデザインした那覇市市制100周年のロゴマークを使ったブックカバーを配布 

配布数 

各館 

100枚 

中央図書館 4月1日 

～4月30日 

【展示】「知っていますか？ブックスタート」 

那覇市が実施しているブックスタート事業の紹介と赤ちゃんにおススメ絵本の「絵本ブ

ックリスト」の絵本を展示・貸出 

多数 

4月23日 

～5月12日 

【企画】「図書館クイズ」 

こどもの読書週間関連企画で子ども向けのクイズを図書館閲覧室の児童コーナーに配置

し、回答できたら折り紙の工作をプレゼント。 

約15名 

牧志駅前ほし

ぞら図書館 

4月22日 

～5月20日 

【展示】ブックスタート 

ブックスタートにおすすめの絵本を集めて展示。 

【提供】リサイクル資料の提供 

 

小禄南図書館 

 

4月22日 

～5月31日 

【展示】ディック・ブルーナの世界 

オランダ出身の作者“ディック・ブルーナ”の作品を中心に集めて特集展示。 

【企画・展示】うさちゃんの顔をかいてみよう！ 

うさぎの型の用紙に児童に自由に顔を描いてもらい、展示。 

 

首里図書館 4月22日 

～5月12日 

 

【展示】『誕生50周年 ねないこだれだ せなけいこ特集』  

絵本作家“せなけいこ”の代表作『ねないこだれだ』の誕生50周年を記念して絵本を展示 

【配布】読書ノートの配布 

毎年好評の、職員手作り読書ノートを配布。守礼くん春のぬり絵。ぬり絵シート配付。

館内で色鉛筆を用意し自由にぬって出来上がった作品はおはなしの部屋に掲示。 

 

若狭図書館 4月 【展示】「海外のえほん」特集 

4月2日のアンデルセンの誕生日にちなんで「国際子どもの本の日」に関連した本の特集。 
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石嶺図書館 

 

4月22日 

～5月26日 

【展示】MOE絵本屋さん大賞 

MOE絵本屋さん大賞にランキングした絵本を展示・貸出。 

【配布】オリジナルしおりの配布 

職員が手作りしたオリジナルのしおりを配布。 

多数 

繁多川図書館 4月22日 

～5月18日 

【展示】「やさしい世界～絵本作家くすのきしげのり～」 

くすのき氏の絵本や児童書を展示 

 

■ 那覇市市制100周年（2021年5月20日） 

那覇区から那覇市へ移行して5月20日で100周年になり、これまでの歩みや那覇市の魅力、これからの未来につい

て各館で展示を行いました。 

主催館 月日 内容 参加人数 

中央図書館 7月13日～

31日 

【展示】那覇市市制施行100周年記念＆なはの日特集「これからの100年」 多数 

首里図書館 4月1日 

～20日 

【展示】～那覇市市制施行100周年記念企画～「祝100歳！なはをしろう 那覇のあれこれ」 

100周年の節目を祝いつつ、那覇の魅力を再認識できる本を紹介  

多数 

若狭図書館 
5月20日 

～25日 

【展示】「那覇市市制１００周年記念関連特集」～那覇の魅力を再発見！ 

那覇市内にある施設・歴史博物館・壺屋焼物博物館・伝統工芸館の紹介と関連本の展示。 

※展示期間途中で臨時休館になったため追加で再展示（10/1～10/19まで再展示） 

多数 

 

石嶺図書館 7月20日    

～31日 

【展示】愛さんど～！！那覇 

市政100周年にちなみ、那覇市の関連本・CD・DVDを展示・貸出。 

 

■ 6.23 慰霊の日関連特別企画 

主催館 月日 内容 参加人数 

繁多川図書館 6月 天妃小学校平和学習（1.2年生） 

ロビー展「平和へのメッセージ」 
 

■ 全国読書週間（10月27日～11月9日）  

2021 第75回「読書週間」標語：『最後の頁を閉じた 違う私がいた』 

1924年に日本図書館協会が11月17日から11月23日までの「図書週間」を制定しました。その後「図書館週間」と

改称され、終戦後の1947年、「読書の力によって、平和な文化国家を作ろう」という決意のもと「読書週間実行

委員会」が結成され、11月17日から11月23日までの第1回「読書週間」が行われ、反響が大きかったことから2回

目からは10月27日から11月9日までの文化の日を挟んだ2週間となり全国に広がっていきました。読書週間実行委

員会の任務を引き継いで「読書推進運動協議会」が発足。『読書週間』は、日本の国民的行事として定着し、日

本は世界有数の「本を読む国民の国」になりました。 

『読書週間』が始まる10月27日は、文字・活字文化振興法に基づいて「文字・活字文化の日」（日本の記念日）

に制定されました。 

 主催館 月日 内容 参加人数 

中央図書館 10月1日 

～11月9日 

【展示】健康生活のススメ 

10月の健康強化月間＆9/12の世界アルツハイマーデー関連特集。筋トレやストレッチなど

のからだのトレーニングのみならず、脳トレや認知症予防など頭のトレーニングに関する本

を展示・貸出。 

多数 

中央図書館 10月27日 

～なくなり

次第終了 

【企画】「おたのしみ袋」 

図書館職員がテーマに沿って選んだ本を3冊袋に入れて貸出。袋の表に貼られたテーマが

中身の本のヒントです。日頃、自分では選ばない本が入っているので、中を開けてのおたの

しみ感があります。 

86セッ

ト貸出 

10月27日 

～11月30日 

【企画】「絵本の読み聞かせ 動画配信」 

図書館職員が絵本の読み聞かせを行った動画をYouTube那覇市動画チャンネルにて配信 
多数 
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中学校 

10月19日 

～10月29日

小学校 

11月2日 

～11月30日 

【企画】神原中・神原小コラボ Y・A関連企画 

図書館ビンゴ、読書クイズ、ポップカードの展示ほか 

子どもたちがおススメ本をイラストや文で書いたポップカードを館内に掲示し、Y・A世代

の図書館利用促進に繋げる。 
多数 

10月27日 

～なくなり

次第終了 

【配布】読書ノートの配付 

職員が作製した読書ノート(児童向け)を配布 20 

10月27日 

～12月14日 

【提供】リサイクル資料の提供 

寄贈された資料で、図書館で所蔵しなかった資料や不用になった除籍資料を市民へ提供 多数 

牧志駅前ほし

ぞら図書館 

10月27日 

～11月16日 

【展示】『＃Fashion ファッション』 

ココ・シャネル没後50年にちなみ、服飾全般の資料を書籍・雑誌ともに集め、展示・貸出 
多数 

【提供】本の福袋 

図書館職員が選んだテーマに沿った資料が3冊入った福袋を展示・貸出した。児童書15セ

ット、一般書15セットの合計30セットの福袋を貸出。 

30 

セット 

10月27日 

～なくなり

次第終了 

【配布】オリジナルしおりの配布 

職員が手作りしたオリジナルのしおりを配布 
80枚 

【提供】リサイクル本の提供（なくなり次第終了）  

図書館前にて、リサイクル本を提供（一人5冊まで） 
多数 

小禄南図書館 10月21日 

～11月16日 

【展示】～植村直己生誕80周年～ 「本を開いて冒険の世界へ」 

生誕80周年にあたる冒険家であった植村直己にちなみ植村直己の著作を含めた世界を探る

ノンフィクション作品や北極圏に関する本を集め展示。 

多数 

【展示】とびこめ！アドベンチャーワールド 

子どもたちがだいすきな冒険をテーマにした絵本や児童書を集めて展示 
多数 

10月23日 

～なくなり

次第終了 

【企画】おたのしみ袋 

職員がテーマごとに3冊選書したおたのしみ袋を、一般書、児童書それぞれ10セット・13

セットを先着順に貸出 

23 

【企画】図書館ビンゴにちょうせん！ 

ビンゴ用紙に書かれたジャンルの本を読んで、ビンゴを目指すゲームです。ビンゴした子

には、スクラッチくじに挑戦してもらった。 

150 

【配布】読書ノートの配付 

カウンターで100冊児童を中心に希望者に配布。 
100 

【配布】豆本キットプレゼント！ 

豆本作成キットを配布。 
35 

首里図書館 10月22日 

～11月11日 

【展示】ウォルトディズニー生誕120周年記念特集 『アニメーションの世界』 

ウォルトディズニー生誕120周年にちなみ、「アニメーション」をテーマにディズニーア

ニメーション、日本のアニメに関する図書やDVDの展示 

多数 

10月21日 

～11月上旬 

なくなり次

第終了 

【配布】ペーパークイリングのクリップ 

図書館職員が作製したペーパークイリングのクリップの配布及びペーパークイリングを紹

介する資料の展示。 

100 

【配布】「手づくりしおり」の配布 

図書館職員が作製したビーズしおり、折り紙しおり(児童向け)の配布 
230 

【提供】リサイクル本の提供 

図書館前にて、リサイクル本を提供。（おひとり様5冊まで） 
多数 

若狭図書館 10月21日 

～11月30日 

【展示】心に効く本（おうち時間も楽しむ読書part2） 

コロナ禍で疲れた心をリフレッシュできるような本を「癒される本」「夢中になれる本一

気読み！」「気持ちが前向きになる本」「目指せ免疫アップ！」とサブタイトルをつけ展示 
多数 

【貸出】本の福袋（18セット） 

福袋の中に雑誌の付録も入れ、3冊入りの18セットを貸出。（なくなり次第終了） 

【配布】職員手作りオリジナルしおり配付（なくなり次第終了） 

石嶺図書館 10月27日 

～11月16日 

【配布】「ナゾトキ冊子」の配布 

職員が作成したオリジナル謎解き本を配布。記念品あり。 
105人 

10月27日 

～11月7日 

【配布】「読書ノート」の配布 

職員が手作りした読書ノートを配布。 
100人 

10月1日 

～11月17日 

【展示】『秋はナゾトキの季節』 

謎解きやクイズの本を展示・貸出。 
多数 
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10月1日 

～10月31日 

【展示】「ミステリー特集」 

  「このミステリーがすごい！」受賞作品を展示・貸出 
多数 

繁多川図書館 10月21日 

～11月16日 

【展示】「わたしのお推し本」 

ロビーの掲示板へ利用者のお推し本を掲示 

【リサイクル広場】図書館1階ロビーで約500冊の本を利用者に提供 

多数 

11月3日 【おはなし会】秋のおはなし会 

「まんちゃーまんちゃーおはなし会」地域の方々と一緒に紙芝居やお話、わらべ歌手遊び

等職員の三線伴奏入りで実施。 

30人 

■ なは教育の日・なは教育の期間関連事業 
那覇市では12月9日を「なは教育の日」とし、その目的にふさわしい活動を重点的に実施する期間として翌年1

月末日までを「なは教育の期間」と定めています。 

主催館 月日 内容 参加人数 

中央図書館 12月1日 

～1月31日 

【展示】「デイジー図書ってなあに？」 

活字図書の利用が困難な方々のために開発された「デイジー図書」の現物と資料一覧表を

展示。実際にＰＣを設置し開館時は常時再生した。 

多数 

1月5日 

～1月31日 

【展示】誰にでも読書を楽しめる環境を！～読書のバリアフリー～ 

活字の本をそのままの状態で利用することが困難な方へのサービスを、図書館では障がい

者サービスと呼んでおり、今回は障がい者サービスとして提供している資料の紹介と展示、

貸出を行った。 

「デイジー図書」はCD形態の資料をパソコンで見ることができる資料であり、ひと目では

どのような資料かわからないため、12月に行っていたミニ特集「デイジー図書ってなあ

に？」を引き続き行い、ノートパソコンを展示コーナーへ設置し、一般の方でも閲覧可能な

デイジー図書を実際に再生した。 

（展示資料） 

 LLブック・・・挿絵と文字だけでなく、わかりやすい絵や記号で本の内容を表示した本 

 デイジー図書・・・文章や挿絵に併せて朗読も行われるCD形態の録音資料 

 大活字本・・・通常の本よりも、字が大きく印刷された本 

 朗読CD・・・本１冊分の朗読が収録されたＣＤ 

 点字図書・・・白紙や、活字が印字された本に点字が打たれた本 

 さわる絵本（点字絵本）・・・触って何が描かれているか判るように、絵本に隆起する透明

なインク等をつけた絵本 

多数 

牧志駅前ほし

ぞら図書館 

12月9日 

～28日 

【展示】なは教育の日『病気を予防する』 

『病気を予防する』をテーマに、感染症対策や、日常でできる予防法などの資料収集・貸出

を行った。 

多数 

首里図書館 12月1日 

～14日 

【展示】『ごぞんじですか、やさしい読みやすい本』～大型活字本・点字・デイジー図書～ 

障がい者サービスを知る機会として、大型活字本、点字の本、デイジー図書などを紹介 

多数 

1月20日 

～2月15日 

【企画】首里図書館・首里中学校コラボ企画「本のおすすめPOP展示します!!」 

①POPカード作品展示 

②図書委員のポスター作成  

首里図書館で展示する期間が明記されているポスターを作成。文面を首里図書館側で作成

し、中学校側(図書委員)がイラストを描きいれた。 

②広 報 

首里中学校の各教室にポスターを掲示。図書館だより、図書館公式Twitterで情報発信。

首里中学校の図書館だよりでも当館の展示企画の様子を紹介してもらった。 

多数 

若狭図書館 12月1日 

～28日 

【展示】親子で学ぼう 情報リテラシー＆スマホ・SNSの上手な使い方 

オンライン授業やリモートワーク等、コロナ禍で生活スタイルが大きく変化しています。

情報リテラシーやSNS利用上のマナーがこれまで以上に大切になりました。そこで、インタ

ーネット環境を上手に使いこなす方法を親子で学べるように関連本を展示・特集。 

多数 

石嶺図書館 12月1日 

～1月31日 

【展示】那覇教育の日関連特集「みんなで学ぼう。」 

育児や教育に関する本を展示・貸出。 

多数 

繁多川図書館 12月12日 【おはなし会】クリスマスおはなし会 

クリスマスに関する絵本や紙芝居、普段のおはなし会では実施できない小物を使ったお話

なども実施。 

14人 
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〇 その他 

主催館 月日 内容 参加人数 

中央図書館 7月13日 

～31日 

【展示】「環境にいいこと～SDGsを考える～」（環境月間関連特集） 多数 

12月1日 

～1月31日 

【企画・展示】「デイジー図書ってなあに？」 

活字図書の利用が困難な方々のために開発された「デイジー図書」の現物と資料一覧表を

展示。実際にＰＣを設置し開館時は一般の方でも閲覧可能なデイジー図書を常時再生した。 

多数 

9月14日～

30日 

【展示】「違和感に気づいたら声をかけてみる」（「自殺予防週間」特集） 多数 

9月18日～

30日 

【展示】「しまくとぅばで話してみよう」（「しまくとぅばの日」特集） 多数 

1月5日 

 ～31日 

【展示】「女性が活躍できる社会や職場づくりを」（「男女共同参画推進関連」特集） 多数 

牧志駅前ほし

ぞら図書館 

7月12日～

10月26日 

【展示】 『ほしぞら図書館開館１０周年記念企画展』  

２０１１年度のベストリーダー＆２０１１年から１０年間のベストセラー本を展示、過去１０

年分の図書館だよりの展示、オープン当初の写真展示。ほしとくんグッズの配布。 

多数 

10月21日～

10月31日 

【展示】「山本文緒氏追悼特集」作家 山本文緒、関連本の展示 多数 

11月11日～

11月30日 

【展示】「瀬戸内寂聴氏追悼特集」作家 瀬戸内寂聴、関連本の特集 多数 

1月30日 

～2月28日 

【展示】「松岡享子氏追悼特集」作家 松岡享子、関連本の特集 多数 

2月5日 

～2月28日 

【展示】「石原慎太郎氏追悼特集」 作家 石原慎太郎、関連本の特集 多数 

小禄南図書館 7月5日～ 【展示】エリックカール氏追悼特集      

 エリックカール氏の資料を展示、はらぺこあおむしの工作キットを配布。 
5組 

10月1日 

～19日 

【企画】「おしえて！おすすめコーヒー店」 

コーヒーの日にちなんで、利用者へおすすめのコーヒー店を募集。館内入り口にて掲示。 
多数 

12月1日～ 【展示】SDGsを知り、これからの未来を創る 

 公民館講座の開催にあわせて、SDGs関連の資料を展示。 
多数 

12月16日 

～1月20日 

【企画】雑誌の付録プレゼント企画 

2020年度分の雑誌の付録の詰め合わせセットを抽選で15名にプレゼント。 
163名 

2月1日 

～2月28日 

【展示】本が泣いています 

破損・汚損のために除籍となった本の展示。 
多数 

首里図書館 11月 【展示】「LGBT～多様なものを多様なままに～」（「レインボーなは宣言」関連企画） 

性の多様性をテーマにLGBT関連本、絵本などを紹介（一般） 

多数 

1月5日 

～なくなり

次第終了 

【企画】図書館新春福袋・・・児童向、ＹＡ向、一般向、朗読ＣＤの貸出用福袋 

各々に設定したテーマにそった図書資料３冊が入った「おたのしみ袋」（梱包するので書

名・中身はわからない）を、児童（絵本可）、ＹＡ、一般向に用意し貸出。 

20 

2月15日 

～22日 

【展示】「大切な命」（自殺予防関連特集） 

命の大切さや、ストレス対策など心と身体の守る関連本を紹介 

多数 

3月5日 

～13日 

【展示】「～もしもに備える～ 防災の本」（一般） 

自然災害や防災グッズ、災害時の対応になど防災関連の本を紹介 

多数 

若狭図書館 10月1日 

～31日 

【展示】防災特集 

自然災害にはどんなものがあるか、起こったときの自分の守り方、過ごし方を考える。 

多数 

2月1日 

～28日 

【展示】メンタルケア こころとからだの本（自殺予防週間の関連特集） 多数 

3月1日 

～31日 

【展示】SDGs関連本特集。 

「ジェンダー平等を実現しよう」「気候変動に具体的な対策を」「海の豊かさを守ろう」他

（一般） 

（児童）SDGｓ全体の資料とその中の目標の1つ「飢餓をなくす」を取り上げ展示 

多数 

石嶺図書館 4月22日   

～5月25日 

【展示】ビジネス特集 

在宅ワーク等いろいろな働き方や活躍している人を紹介している本を展示・貸出。 

多数 

11月17日 

～30日 

【展示】読めるって楽しい、伝わるって嬉しい～点字・手話・ＬＬブック・デイジー図書～ 

点字や手話に関する本、大活字本、デイジー図書等を展示・貸出。 

多数 

12月7日 

 ～19日 

【企画・展示】石嶺中学生の「ねえ この本読んでみて！」 

石嶺中学校とのコラボ企画。中学生がおすすめする本をPOP付きで展示・貸出。 

多数 
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繁多川図書館 4月1日 

～20日 

【展示】ふみだせ1歩～新生活応援～  

7月11日 

～25日 

【展示】永遠のヒーローたち ウルトラマン55周年 円谷英二生誕120周年  

 

 

（２） 定例会（おはなし会等） 

〇中央図書館（毎週土曜日 午後2時～2時30分）     ※2021年度は新型コロナウィルス感染拡大防止のため開催中止 

第1・2・5 ・・ 図書館職員によるおはなし会 

第3 ・・・・・ おはなしボランティアによるおはなし会 

第4 ・・・・・ 図書館職員による工作教室 

【おはなしボランティア】（団体）沖縄おはなしの会 伝々虫（ちんなん） 

〇牧志駅前ほしぞら図書館（第１～３日曜日 午前11時～11時30分）   

※2021年度は新型コロナウィルス感染拡大防止のため開催中止 

第1・2  ・・・ おはなしボランティアによるおはなし会 

第3 ・・・・・ 図書館職員によるおはなし会＆簡単な折り紙 

【おはなしボランティア】（団体）くもじ・にじいろ館 読み聞かせサークル お話ポケット、（個人）あこさん 

〇小禄南図書館（第２・４土曜日 午前10時30分～11時） ※2021年度は新型コロナウィルス感染拡大防止のため開催中止 

第2 ・・・・・ 図書館職員によるおはなし会 

第4 ・・・・・ おはなしボランティアによるおはなし会 

【おはなしボランティア】（団体）おはなしボランティア シークヮーサー 

〇首里図書館（毎週土曜日 午前11時～11時30分） 

第1 ・・・・・ 図書館職員によるおはなし会＆手作り工作 

第2・4 ・・・ おはなしボランティアによるおはなし会 

第3・5 ・・・ 図書館職員によるおはなし会 

【おはなしボランティア】（団体）首里子どもの本を楽しむ会 

 おはなし会の内容 その他の内容 実施回数 参加人数 

11月 『だるまさんが』他 てあそび『大きな栗の木の下で』 2回 23人 

12月 『なにをたべてきたの？』他 ペープサート『三匹のこぶた』 2回 18人 

2021年度実績 4回 41人 

〇若狭図書館（毎週土曜日 午前11時～11時30分） 

第1・2・3 ・・ おはなしボランティアによるおはなし会 

第4・5 ・・・ 図書館職員によるおはなし会＆折り紙工作 

【おはなしボランティア】（個人）1名 

 おはなし会の内容 その他の内容 実施回数 参加人数 

12月 『ドロロンクリスマス』他 てあそび、折り紙プレゼント 1回 8人 

〇石嶺図書館 （第１土曜日 午前10時30分～11時）・・・おはなしボランティアによるおはなし会 

 （第３土曜日 午前10時30分～11時）・・・図書館職員によるおはなし会、工作 

【おはなしボランティア】（団体）那覇市立石嶺図書館読み聞かせボランティアの会 

 おはなし会の内容 その他の内容 実施回数 参加人数 

12月 『クリスマスのふしぎなはこ』他 工作「クリスマスツリー」他 2回 7人 
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〇繁多川図書館（第２・４土曜日 午前11時～11時30分） 定例おはなし会 

 おはなし会の内容 その他の内容 実施回数 参加人数 

11月 『てじな』他 てあそび『とんとんとんとん』他 2回 14人 

12月 『こたつうし』他 てあそび『はしまるよ』他 1回 7人 

3月 『ごきげんのわるいコックさん』他 てあそび『はじまるよ』他 1回 10人 

2021年度実績 4回 31人 

（毎週水曜日（第3を除く） 午前11時～11時30分） ぴよぴよおはなし会 

 おはなし会の内容 その他の内容 実施回数 参加人数 

4月 『がたんごとん』他 てあそび『ちょちちょちあわわ』他 1回 2人 

11月 『だっこでぎゅ』他 てあそび『ちょちちょちあわわ』他 1回 2人 

12月 『ぴょーん』他 てあそび『みーみんめーみーみんめ』他 2回 17人 

1月 『しっぷがぴん』他 てあそび『ちょちちょちあわわ』他 2回 4人 

2021年度実績 6回 25人 

    ※ウェルカムおはなし会（単発）  

 おはなし会の内容 備考 実施回数 参加人数 

4月 『ごいっしょにどうぞ』他 くすのき氏の展示会で、紹介している絵本から2冊

を読み聞かせ 

1回 9人 

11月 『はらぺこあおむし』他  折り紙で作った「はらぺこあおむし」をみせながら

読み聞かせ 

1回 18人 

2021年度実績 2回 27人 

 

 

（３） 展示活動 

〇中央図書館  

期間 テーマ/内容 

4月 ◇「くらしを整える。」（3/31～4/30） 

◇「こどもの読書週間関連企画 知っていますかブックスタート」（4/1～4/30）（児童ミニコーナー） 

･･･那覇市ブックスタート事業紹介。赤ちゃんに読み聞かせおススメ絵本も展示し紹介。 

5月 ◇「スマホ活用術！～SNS・インスタ・ライン等の攻略法＆裏技～」（5/1～5/26） 

◇「子どもの日・母の日」（5/1～5/14）（児童ミニコーナー） 

◇「父の日」（5/15～5/31）（児童ミニコーナー） 

◇「愛鳥週間」（5/10～5/16）（ミニ展示コーナー） 

6月 臨時休館（5/26～7/11） 

7月 ◇「環境にいいこと～SDGｓを考える～（7/13～7/31） 

◇「課題・指定図書」（～9/30）（児童ミニコーナー） 

◇『なはの日』関連＆『那覇市市制施行100周年記念』特集「これからの100年」(7/13～7/31) 

･･･なはに関連した図書の展示（ミニ展示コーナー） 

8月 臨時休館（8/1～9/13） 

9月 ◇「TOKYO2020オリンピック・パラリンピック」（9/14～9/30） 

◇「自殺予防週間関連特集 違和感に気づいたら声をかけてみる」（9/14～9/30）（ミニ展示コーナー） 

◇「しまくぅとばの日特集 しまくぅとばで話してみよう」（9/18～9/30）（カート展示） 

◇「児童特集 動物愛護週間関連 どうぶつ絵本」（9/14～9/30）（児童ミニコーナー） 

10月 ◇「読書週間特集 健康生活のススメ（健康強化月間＆世界アルツハイマーデー関連）」（10/1～11/9） 

◇「おたのしみ袋」（10/27～11/16）（ミニ展示コーナー） 

･･･図書館職員が選んだ本を3冊袋に入れて展示・貸出。中身のヒントは袋に貼られたカード。どんな本が入っているのか楽

しいと好評です。 

◇「児童特集 ハロウィン」（10/1～10/27）（児童ミニコーナー） 

◇「首里城」（10/27～11/3）（カート展示） 

11月 ◇「石ノ森章太郎～仮面ライダー放送50周年」（11/10～11/30） 

◇「児童特集 おしごと」(11/9～11/30) （児童ミニコーナー） 

◇「読書週間関連Y・A企画 神原小・中学校コラボおススメ本のPOP＆本の展示」(11/17～12/5) (児童ミニコーナー） 

12月 ◇「大掃除・片付け」(12/1～12/28) 

◇「なは教育の日関連特集 デイジー図書ってなあに？」 (12/12～12/28) （ミニ展示コーナー） 
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･･･デイジー図書視聴コーナーの設置とデイジー図書の紹介・展示・貸出 

◇「児童特集 クリスマス絵本」(12/6～12/25) （児童ミニコーナー） 

1月 ◇「誰にでも読書を楽しめる環境を！～読書のバリアフリー～」（1/5～1/31） 

･･･大活字本・朗読ＣＤ（本の文字が小さくて読みづらい方向け）ＬＬブック（文字だけでは本の内容を理解することが苦手

な方のために記号も表示）デイジー図書（読み書きや視覚に困難がある方）を紹介・展示・貸出 

◇「男女共同参画関連特集 女性が活躍できる社会や職場づくりを」（1/5～1/31）（ミニ展示コーナー） 

◇「児童特集 お正月絵本」 (12/26～1/16) （児童ミニコーナー） 

◇「児童特集 節分」 (1/18～1/31) （児童ミニコーナー） 

2月 ◇「愛のカタチ」･･･恋愛、家族愛、動物愛、友愛など、いろんな“愛”に関する本を展示・貸出(2/1～2/28) 

◇「児童特集 チョコレート」 (2/1～2/28) （児童ミニコーナー） 

◇「石原慎太郎氏追悼コーナー」（2/2～2/16）（カート展示） 

3月 ◇「新生活準備～新しい一歩を応援～」(3/1～3/31)･･･片付けや新生活に役立ちそうな資料を展示・貸出 

◇「防災」(3/1～3/31) （児童ミニコーナー） 

◇「児童特集 妖怪（水木しげる生誕100周年企画）」 (2/1～2/28) （児童ミニコーナー） 

◇「西村京太郎氏追悼コーナー」（3/6～3/20）（カート展示） 

〇牧志駅前ほしぞら図書館 

期間 テーマ/内容 

4月 ◇「宇宙がもっと好きになる」（一般）･･･宇宙に関する本の特集 

◇「おさるのジョージ」（児童）･･･おさるのジョージの本を特集 

5月 ◇「世界遺産への旅」（一般）･･･世界遺産に関する本の特集 

◇「ブックスタート」（児童）･･･ブックスタートにおすすめの絵本を特集 

7月 ◇「お仕事小説」（一般）･･･仕事小説の特集 

◇「エリック・カール」（児童）･･･エリック・カールが生み出したすてきな絵本を特集 

10月 ◇「ディズニー」（一般）･･･ディズニーに関する本の特集。 

◇「はつめい」（児童）･･･暮らしを便利にしてくれた発明や、発明家に関する本を特集 

11月 ◇「コミックエッセイ」（一般）･･･コミックエッセイの特集 

◇「ファッショニスタ」（児童）･･･おしゃれな世界の本を特集 

12月 ◇「いろいろな図鑑」（一般）･･･様々な図鑑の特集 

◇「アーノルド・ローベルの世界」（児童）･･･アーノルド・ローベルさんの作品を特集 

1月 ◇「○活」（一般）･･･○活の本を特集。 

◇「賞をとった絵本たち」（児童）･･･絵本賞を受賞した絵本作品の特集 

2月 ◇「マンガでわかる！」（一般）･･･マンガで書かれた本を特集。 

◇「福音館のえほん」（児童）･･･福音館書店から出版された絵本の特集。 

3月 ◇「DIY インテリア」（一般）･･･新生活に役立つDYIに関する本を特集 

◇「ピーター・ラビット」（児童）･･･ピーター・ラビットに関する本の特集 

〇小禄南図書館  

期間 テーマ/内容 

4月 ◇「ディック・ブルーナの世界～ミッフィー誕生65周年～」 

･･･こども読書週間特集。うさぎのキャラクター「ミッフィー」に関する本の特集 

◇「心機一転！おうち改造計画」（一般）･･･大掃除や模様替えに関する本の特集。 

◇「イースターエッグ」（児童）･･･今年は春分の日のつぎの満月から数えて最初の日曜日4/4がイースター。イースターの絵本

やウサギや卵がテーマの絵本を特集。 

◇「暮らしのヒント」（雑誌）･･･生活スタイルが変わることが多い４月。暮らしの情報誌を展示。 

◇「ディズニーミュージック」（CD）･･･ディズニーの音楽を特集。 

◇「友達」（DVD）･･･新しい出会いの季節に「友達」をテーマにした特集。 

5月 ◇「ストレスとの上手な付き合い方」（一般）･･･『精神科医が教えるストレスフリー超大全』に紹介された図書を中心に、ス

トレスと上手に付き合い、疲れを癒すヒントになる本を展示。 

◇「暮らしとエコ」（雑誌）･･･5/30（ごみゼロの日）にちなんでエコロジー情報を紹介する雑誌の特集。 

◇「眠れない夜に」（CD）･･･リラックスして聴いてほしい音楽の特集 

7月 

8月 

◇怖い本（一般）･･･小説・エッセイ・コミックなど、短編長編各種。 

◇おばけ＆指定課題図書（児童）･･･おばけの出てくる本と今年度指定課題図書。 

10月 ◇「コーヒーブレイクは本と共に」(一般)･･･10/1（コーヒーの日）にちなんだ関連本の展示。 

◇「パンがいっぱい♪」（児童）･･･10/3（アンパンマンの日）に関連し、アンパンマンの絵本やパンが出てくる本・絵本を紹介 

◇ 特別展示「植村直己生誕80周年」･･･一般「その挑戦が、世界を拓いた。」児童「とびこめ！アドベンチャーワールド！」 

◇「音楽」（雑誌）･･･音楽にまつわる他館の雑誌を特集。 
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◇「ボーイズグループ」（CD）･･･ボーイズグループ特集。 

◇「アドベンチャー」（DVD）･･･ハラハラドキドキを楽しめるDVDを特集。 

11月 ◇「てしごと」（雑誌）･･･ハンドメイドの手芸や食べ物、ＤＩＹにまつわる雑誌を紹介。 

◇「ぴあの うた」（CD）･･･王道のクラシックからジャズやポップスなど。ピアノがメインの曲を特集。 

12月 ◇「スマホ派？ 手書き派？ 手帳＆文房具」(一般)･･･手帳や文房具、スケジュール管理に関する本を特集。 

◇「漢字」（児童）･･･12/12（漢字の日）に関連し、漢字や言葉についての本を紹介。 

◇「専門誌・業界誌」（雑誌）・･･･業や資格、趣味をテーマにしたその関係者向けの雑誌を紹介。 

◇「紅白歌合戦」（CD）･･･・・・2021年の紅白歌合戦出場歌手の曲を特集。 

◇「ミュージック♪」（DVD）･･･音楽を扱ったDVDを特集。 

1月 ◇「金は天下の回りもの」（一般） 

･･･貯蓄、投資などお金の増やし方や、家計でのやりくり、お金との付き合い方など、お金に関する本を特集。 

◇「おかしがたくさん！」（児童）･･･1/6（ケーキの日）に関連したお菓子作りの本やお菓子が主人公の本を紹介。 

◇「沖縄発ローカルマガジン」（雑誌）･･･さまざまな視点で編集・刊行された郷土雑誌の特集。 

◇「ウィンターソング」（CD）･･･冬のしんとした冷たい空気にぴったりの冬歌を特集。 

2月 ◇「コミックエッセイ」（一般） 

･･･2/9（マンガの日）2/28（エッセイの日）にちなみ、旅、闘病、育児など、のコミックエッセイを展示。 

◇「本となかよくなろう！」（児童）･･･図書館のマナーについての本を特集。 

◇「時事情報誌」（雑誌）･･･総合誌、週刊誌など特徴ある雑誌を紹介。 

◇「うちなーラブソング」（CD）･･･沖縄にこだわったラブソングを紹介。 

◇「ヒトデハナイモノ」（DVD）･･･鬼や妖怪、妖精などが登場する作品を紹介。 

3月 ◇「贈る言葉」（一般） 

･･･旅立ちの季節。大切な人へ贈りたいエール、感謝、格言。心に響く、素敵な言葉についての本を展示。 

◇「教科書にのっている本」（児童）･･･国語の教科書にのっている本を紹介。 

◇「こころの健康」（雑誌）･･･心の疲れに気づき、対処法を見つけられる雑誌を紹介。 

◇「卒業」（CD）･･･旅立ちの季節にぴったりの曲を紹介。 

〇首里図書館  

期間 テーマ/内容 

4月 ◇「祝100歳！なはをしろう 那覇のあれこれ」～那覇市市制施行100周年記念企画～ 

・・・100周年の節目を祝いつつ、那覇の魅力を再認識できる本を紹介 

◇「歴史時代作家クラブ賞特集」（一般）・・・歴史時代作家クラブ賞を受賞した本を紹介 

◇「読書のチカラ」（一般）・・・読み聞かせ本や、読書法の本を紹介 

◇「入園・入学・一年生」（児童）   

◇「生誕50周年 ねないこだれだ せなけいこ 特集」（児童） 

５月 ◇「向田邦子の世界」（一般）･･･没40年になる向田邦子の作品を紹介（～5/23） 

◇「マンガで学ぼう！（一般）･･･「マンガでわかる〇〇」のタイトルで、健康法や社会経済、名作などを分かりやすく解説し

た本を紹介（～5/23） 

10月 ◇読書週間企画「ウォルト・ディズニー生誕120周年企画 アニメーションの世界」（10/21～11/11） 

･･･生誕120周年にちなみ、アニメーターとして活躍していたウォルト・ディズニーの「ディズニーアニメーション」、日本

を代表する文化の一つとなった「日本のアニメーション」の関連本やＤＶＤ・ＣＤ、アニメ雑誌などを紹介 

◇「エドガー賞特集」（一般）･･･エドガー賞（アメリカ探偵作家クラブにより選出）受賞作品を紹介 

◇「気になるお金の話」（一般）･･･貯蓄法や節約本など、家計管理に関する本を紹介 

◇「ハロウィン」（児童） 

11月 ◇「原作本を読もう！」（一般）･･･ドラマの原作となった本を紹介  

◇「ＬＧＢＴ～多様なものを多様なままに～」（一般） 

･･･性の多様性をテーマにLGBT関連本、絵本などを紹介（「レインボーなは宣言」関連企画） 

◇「追悼 山本文緒」（一般）･･･2021年10月に死亡した山本文緒の新作、代表作などの作品を紹介 

◇「七五三・勤労感謝の日」（児童） ◇「推し本」（児童） 

12月 ◇なは教育の日関連企画『ごぞんじですか、やさしい読みやすい本』～大型活字本・点字・デイジー図書～ 

･･･障がい者サービスを知る機会として、大型活字本、点字の本、デイジー図書などを紹介 

◇「読んで体験！お仕事小説」（一般）･･･様々な職種で活躍する小説を紹介 

◇「年末年始お助けＢＯＯＫＳ」（一般）･･･大掃除や収納、料理や「おもてなし」など年末年始に役立つ本を紹介 

◇「クリスマスの絵本」（児童） 

◇「YA世代に読んでほしい絵本」（児童） 

1月 ◇「このミステリーがすごい」特集（一般）･･･「このミステリーがすごい」歴代ベストを紹介 

◇「免疫力をあげよう！」（一般）･･･冬の感染症対策や、免疫力をあげる料理や運動などの本を紹介 

◇「お正月・十二支」（児童） 

◇「本のおすすめPOP展示します！」（児童）･･･なは教育の日関連事業 首里図書館×首里中学校コラボ企画 
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2月 ◇「恋愛小説のすすめ」（一般）･･･恋愛を題材とした文学作品や、人間関係について書かれた作品を紹介 

◇「みどりに親しむ（ガーデニング）」(一般) ･･･ガーデニングに関する本、沖縄の草花を紹介 

◇「大切な命」（一般）･･･命の大切さや、ストレス対策など心と身体の守る関連本を紹介（自殺予防関連特集） 

◇「追悼 石原慎太郎」･･･２月に死亡した石原慎太郎の作品を紹介                                  

◇「節分・バレンタイン」（児童）･･･鬼に関する絵本やお菓子の料理の絵本を特集。     

◇「もっと本と仲良くなろう」（児童）･･･図書館をテーマにした絵本を紹介 

3月 ◇「さきどり！本屋大賞特集」（一般）･･･本屋大賞受賞作及び候補作を紹介 

◇「本で学ぶ整理術」」（一般）･･･新年度に向け部屋、机、書類整理などの本を紹介 

◇「～もしもに備える～ 防災の本」（一般）･･･自然災害や防災グッズ、災害時の対応になど防災関連の本を紹介 

◇「雛祭り・卒業入学」（児童） ◇「引っ越しがテーマの絵本」(児童) 

〇若狭図書館  

期間 テーマ/内容 

4月 ◇新社会人応援特集（一般）･･･ビジネス書を中心に知っておきたい社会人のマナーなど、新社会人を応援する本を紹介 

◇外国語のえほん特集（児童）･･･外国語で書かれた絵本（英語・中国語・韓国語など）を館内の特集コーナーに展示し、子ど

もたちが外国語の絵本に親しむ機会を設ける。 

◇本気でダイエット！（雑誌）･･･新年度で運動もなかなかできないあなたへダイエットに関する雑誌を紹介します。 

◇ 新チャレンジ！（DVD）（AV） 

･･･進学や就職、環境の変わる今何かを始めてみるのもおすすめです。（三線・エイサー・語学） 

◇ジャズ特集（CD）（AV）･･･4/30は国際ジャズデーです。選りすぐりのジャズのＣＤをご紹介します。 

5月 

 

◇大河ドラマの主人公たち（一般） 

･･･過去10年間の大河ドラマの主人公に関する本を紹介!渋沢栄一の本を中心に展示。 

◇れきしのほん（児童）･･･那覇市は今年で100歳。これまでの歴史を振り返える郷土児童書を紹介。 

◇おうち時間をたのしもう！（雑誌）･･･家族やひとりでも楽しめる遊びや生活のアイディアを紹介。 

◇ヒーリングストレッチ特集（AV）･･･連休明けの体に、癒しと簡単にできるストレッチ等のセルフケアを紹介。 

10月 ◇防災（児童）･･･自然災害にはどんなものがあるか、起こったときの自分の守り方、過ごし方を考える本を紹介。 

◇芸術の秋（雑誌）･･･芸術の秋に楽しみたい美術、音楽、建築、ファッションなどを特集した雑誌を紹介。 

◇スポーツの秋特集（CD）（AV）･･･オリンピックに関連あるテーマソングのCD特集 

◇ハロウィン特集（DVD）（AV）･･･ハロウィンにちなんでこわ～いおはなしのDVDを紹介。 

◇いきいきシニアライフ･･･人生100年時代！老後の趣味や年金についての本、また認知症に関する本も特集しました。 

（ちゃ―がんじゅう課とも連携し、認知症カフェに関する資料も展示配布した。） 

◇心に効く本 おうち時間も楽しむ読書part2（読書週間）（一般） 

･･･コロナ禍で外出を控えている方が、おうち時間を充実させられるよう、「癒される本」「一気読み本」「気持ちが前向き

になる本「免疫力アップ（運動・料理）」の4つのジャンルの本を特集しました。 

11月 ◇こんな本はいかがですか？（雑誌）‥・どんな本を読もうか迷っている方におすすめの本が掲載された雑誌を紹介。 

◇朗読CD特集（AV）･･･朗読CD＆他館の朗読リストを掲示、デイジー資料の利用案内も。 

◇落語DVD特集（AV）･･･落語特集に、講談師や漫談師のDVDも展示 

◇雑誌ＭＯＥ絵本大賞特集（児童）･･･2019・2020年の大賞受賞作品、1位～20位を集め人気絵本を紹介。 

12月 

 

◇親子で学ぼう 情報リテラシー＆スマホ・SNSの上手な使い方 

･･･なは教育の日にあわせた企画。オンライン授業やリモートワーク等、コロナ禍で生活スタイルが大きく変化しています。

情報リテラシーやSNS利用上のマナーがこれまで以上に大切になりました。そこで、インターネット環境を上手に使いこなす

方法を親子で学べるように関連本を展示・特集しました。 

◇ことばあそび（児童）･･･早口言葉・しりとり・なぞかけ・オノマトペ・だじゃれなどを紹介。 

◇年末年始にしたいこと！（雑誌）･･･長いお休みをどう過ごすか？大掃除、ダイエット、映画鑑賞などおすすめ本を紹介。 

◇紅白歌手特集（CD）（AV）･･･今年選出の歌手の紹介。 

◇クリスマス特集(DVD)（AV）･･･クリスマスにぴったりなおすすめDVDの紹介 

1月 ◇新しい年に新しいことにチャレンジしよう！（一般）･･･趣味の本（園芸、DIY、釣り、キャンプ、生け花、茶道、楽器など） 

◇ＹＡ特集（児童）･･･ヤングアダルトコーナーの案内とおすすめ本の紹介。 

◇免疫力アップ！（雑誌）･･･免疫力のアップには日頃からの食事・睡眠・運動の基本が大事です。そのほか健康に関する本を

紹介。 

◇CD＆DVD貸出ランキング（AV）･･･若狭所蔵2020年1月～12月までの1年間の貸出ランキングを紹介。 

 

2月 ◇メンタルケア特集 こころとからだの本（一般） 

･･･心も体も元気な一年を過ごせるよう、心を整える本や、体のしくみについての本を特集。（自殺予防特集関連） 

◇スイーツはいかがですか？（雑誌）･･･2月はバレンタイン、卒園、卒業があります。手作りのお菓子やお取り寄せの参考にな

る雑誌を紹介。 

◇グラミー賞特集（CD）（AV）◇アカデミー賞特集(DVD)（AV）･･･過去の受賞作品を紹介。 

◇だいじなお金のはなし（児童）･･･お小遣いのこと、お金に関わるマナー、お金にまつわる社会のしくみ、普及してきた電子
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マネーのこと等に関する本の特集。 

3月 ◇SDGｓ特集（一般）･･･女性活躍推進計画に関連する特集も含めＳＤＧｓ関連の本を特集。SDGs項目から「ジェンダー平等を実

現しよう」、「気候変動に具体的な対策を」、「海の豊かさを守ろう」を中心に展示。 

◇SDGｓ特集 （児童）･･･SDGｓ全体に関する本と17の目標の中から「飢餓をゼロにする」を取り上げた特集。 

◇断捨離＆収納（雑誌）･･･捨てたい！でも取っておきたい！片づけに悩む方におすすめする雑誌を紹介。 

◇アカデミー賞・グラミー賞特集継続（AV）過去の受賞作品を紹介。 

◇卒業ソング（CD） 

〇石嶺図書館  

期間 テーマ/内容 

4月 ◇はじめよう！○○習慣（一般）･･･新年度の始まりに、新しいライフスタイルを目指す人へ参考になる本を紹介 

◇セルフケア特集（一般）･･･コロナ禍の中、心身のケアに参考になる本を紹介 

◇こどもの読書週間展示・MOE絵本屋さん大賞（児童）･･･過去５年分を含めて「MOE絵本屋さん大賞」受賞作を紹介 

◇本の森へようこそ（児童）･･･図書館や本にまつわる絵本・本の紹介（こども読書の日の標語「本の森へおいでよ」より） 

◇シーサー特集（郷土）･･･沖縄の守り神・シーサーに関する本を紹介 

◇朗読CD（AV）･･･石嶺AVで、あまり知られていない朗読CDをテーマにご紹介 

5月 ◇ガーデニング特集（一般）･･･ガーデニングに関する本を紹介 

◇愛鳥週間特集（一般）･･･愛鳥週間（5/10～5/16）にちなみ、鳥に関する本を紹介 

◇ビジネス特集（一般）･･･ビジネスに関する本を紹介 

◇見てみて！お月さま（児童）･･･5/26のスーパームーンにちなみ、月の絵本や本を紹介 

◇ゴーヤーの季節です！（郷土）･･･ゴーヤーのおいしい食べ方の本、育て方が分かる本、ゴーヤーの絵本などを紹介 

◇プロ声楽家が選んだ本当にうまい日本人歌手（AV） 

･･ジャンルを問わず、「プロ目線」の選曲を元に「本当にうまい歌手」をご紹介･（～6月20日まで） 

6月 臨時休館 

7月 ◇ペット特集 ･･･コロナによるペット需要の高まりを受け、ペットに関する本を紹介 

◇夏休みを応援し隊！課題図書・指定図書（児童）･･･今年度の課題・指定図書を紹介（～9月30日まで） 

◇夏休みを応援し隊！自由研究・工作・作文（児童）･･･自由研究や工作、作文のヒントになる本を紹介（～８月31日まで）。 

◇愛さんど～！！那覇（郷土）･･･市政100周年の那覇市に関する本、CD、DVDを紹介 

◇夏・なつ・ナツ（AV）･･･長い暑い沖縄の夏を乗り切るのに、ピッタリの曲を集めました（～8月まで） 

8月 臨時休館 

9月 ◇自殺予防週間特集（一般）･･･命を大事にする、身を守る方法など参考になる本を紹介 

◇大活字特集（一般）･･･障がい者サービスとして、大活字本を紹介（～11月30日まで） 

◇〇分で読める！本特集（児童）･･･タイトルに「〇分で読める！」や「１話〇分」と書かれている短編集などを紹介 

10月 ◇ミステリー特集（一般）･･･「このミステリーがすごい！」受賞作品を紹介 

◇秋はナゾトキの季節（児童）･･･児童企画と絡めて、ナゾトキの本や、なぞなぞの本も一緒に紹介（～11月17日まで） 

◇沖縄ミュージック（郷土）･･･琉球古典音楽からJPOPまで沖縄音楽関連の本、CDを紹介 

◇秋の夜長にJAZZ（AV）･･･ゆったりとした気分にひたれるJAZZを選曲・紹介 

11月 ◇芥川賞・直木賞作品（一般）･･･芥川賞・直木賞・本屋大賞の過去5年分の受賞作品を紹介 

◇読めるって楽しい、伝わるって嬉しい～点字・手話・ＬＬブック・デイジー図書～（児童） 

･･･11/1が日本点字の記念日のため、点字・手話などタイトルにある資料を紹介 

◇首里城を想う（郷土）･･･再建に向けた取り組みが進む首里城に関する本、CD、DVDを紹介 

◇ザ・演歌（AV）･･･幅広い年齢層で楽しめる「演歌」をご紹介 

12月 ◇那覇教育の日関連特集「みんなで学ぼう。」（一般）･･･教育関連本を展示（～1月30日まで） 

◇コミックエッセイ特集（一般）･･･コミックエッセイを紹介 

◇大掃除特集（一般）･･･年末の大掃除の参考になる本を紹介 

◇クリスマス（児童）･ 

･･クリスマスの絵本を普段は書庫にある本を含めて一気に紹介（クリスマストリビアのアドベント展示とともに） 

◇石嶺中学校コラボ企画：石嶺中学校生の「ねえ この本読んでみて！」（児童） 

･･･石嶺中学校の生徒が作成したＰＯＰと、それでオススメされている資料を紹介 

◇沖縄のまーさむん（郷土）･･･おししいお店の本や料理本、沖縄の食に関するCD、DVDを紹介 

◇メリークリスマス（AV）･･･年末年始、おうち時間を楽しむための選曲・ご紹介 

1月 ◇健康特集（一般）･･･心身ともに元気な一年を過ごせるよう、心や体を整える本を紹介 

◇年のはじめは“はじめて”いっぱい！（児童）･･･新年にちなみ、「はじめて」がテーマの絵本や本を紹介 

◇沖縄ベストセラー（郷土）･･･県産本や沖縄関連の人気本を紹介 

◇HAPPY！（AV）･･･新たな気分で今年もがんばれそうな曲をご紹介 

2月 ◇映画・ドラマの原作（一般）･･･映画・ドラマの原作本、ノベライズを紹介 

◇猫の日&バレンタイン特集（一般）･･･猫とお菓子作りに関する本を紹介（職員による手作り折り紙も配布） 

◇だいすきカレーライス！！（児童）･･･2/12のレトルトカレー（ボンカレー）の日にちなみ、カレーの絵本や本を紹介 
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◇沖縄のマンガ（郷土）･･･沖縄が舞台になっているものや沖縄出身の漫画家が描いた作品を紹介 

◇シネマ（AV）･･･一般の特集と合わせて、シネマやドラマに使われた曲をご紹介 

3月 ◇大人向け絵本（一般）･･･大人向け絵本を紹介 

◇こんなに大きくなりました（児童） 

･･･卒園・卒業、成長を描いた絵本の紹介。成長に関しては、『おおきなかぶ』のように人間以外でも「でっかくなった！」

系の絵本を集めました 

◇沖縄の草・花・木（郷土）･･･植物図鑑や写真集、植物がテーマの沖縄絵本などを紹介 

◇癒しのヒーリングミュージック（AV）･･･卒業、就職となにかと忙しいさなか、心は癒されたい・・そんな曲をご紹介 

〇繁多川図書館  

期間 テーマ/内容 

4月 ◇「踏み出せ11歩～新生活応援」（メイン）新生活に役立つような本の展示 

◇「おはながいっぱい」（読み聞かせ）･･･春に咲く花の本の展示 

◇「エイプリルフール～たのしいうそ」（ピックアップ） 

◇「祝！仮面ライダー生誕50周年」（ピックアップ）･･･仮面ライダー関連本の展示 

5月 ◇「やさしい世界～絵本作家くすのきしげのり」(メイン1・2)･･･くすのきしげのりの作品を展示 

◇「沖縄の自然再発見」･･･沖縄・奄美の自然や動植物に関する資料を展示 

6月 ◇5月26日から緊急事態宣言発令のため休館 

7月 ◇「永遠のヒーローたち ウルトラマン55周年 円谷英二生誕120周年」8メイン） 

◇「なんでだろう？5年以上借りられてない絵本たち」（読み聞かせ）･･･絵本を展示 

◇「追悼：エリック・カール」（ピックアップ）･･･21年5月23日に亡くなったエリック・カールの絵本を展示 

10月 ◇「新型コロナに喝！活！勝！」（メイン）･･･健康・筋トレに関する本を展示 

◇「みんなの推し本！」（メイン）･･･雑誌等に紹介された有名人の推し本を展示 

◇「おいしいものが食べたい」（ピックアップ）･･･料理本特集 

◇「夏の疲れは睡眠で解消」(ピックアップ)･･･効果的な睡眠法を紹介した本の展示 

◇「11月1日は紅茶の日」･･･紅茶の種類やティタイムの楽しみ方の本を展示 

11月 ◇「雑誌まつり」（メイン）･･･所蔵している様々な雑誌を展示 

◇「勤労感謝の日 いろいろお仕事！」（読み聞かせ）･･･お仕事をしている人がテーマの絵本を展示 

◇「追悼 瀬戸内寂聴」（ピックアップ）･･･21年11月9日に亡くなった瀬戸内寂聴さんの作品を紹介 

12月 ◇「よんで旅気分～移住・旅行エッセイ～」（メイン）･･･ツァーや一人旅など旅にまつわるエッセイ本を展示 

◇「クリスマス」（読み聞かせ）･･･クリスマスについての本を紹介 

◇「新年を迎える準備～お片付け・お掃除編～」(ピックアップ) 

1月 ◇「年始め 運気アップ！」（メイン）･･･開運法や占い、風水に関する本を展示 

◇「お正月・寅」（読み聞かせ）･･･トラが主人公の絵本や、十二支、お正月がテーマの絵本を展示 

◇「がんばれ！受験生！」（ピックアップ） 

◇「おうちあそび」(ピックアップ)･･･ゲームや工作の本を展示 

◇「追悼 松岡京子」(ピックアップ)･･･22年1月25日に亡くなった松岡享子さんの作品を展示 

2月 ◇「恋する如月」（メイン）･･･バレンタインデーにちなみ関連本を展示 

◇「2月22日 にゃんにゃんにゃんネコの日」（読み聞かせ）･･･ネコが主人公の絵本や関連本を展示 

3月 ◇「就活生・新社会人を応援します」（メイン）･･･就活情報や社会人の常識やマナーなどの本を展示 

◇「MOE絵本屋さん大賞」（読み聞かせ）･･･絵本屋大賞に選ばれた作品を展示 

◇「入園・入学」(ピックアップ)･･･新入園・入学への準備やエールを送る本の展示 

◇「ウクライナの絵本」(ピックアップ)･･･『わらのうし」や『てぶくろ」などウクライナの絵本を展示 
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（４） 那覇市立病院との連携事業 
那覇市立病院は、地域がん診療連携拠点病院の指定を受け、市民のか皆様にがんに関する一般的な情報の提供を行ってい

ます。市立図書館は、がんに関する図書をはじめ、さまざまな病気や先進医療に関する図書について平成25年度より累計

408冊の寄贈を受けており、牧志駅前ほしぞら図書館に「医療・健康情報」コーナーを設けています。 

（５） サークル活動・その他 

〇サークル活動 

 

サークル名 小禄南図書館読書会          ※新型コロナ感染拡大により活動停止中 

日時 毎月１回（都合のいい日）  11時～12時 

会場 小禄南図書館 

活動内容 毎月読む本を一冊決めて、その本についてサークルのメンバーで感想・意見を述べ合う場。会員10名 

〇図書館交流会 
 

会名 おはなしボランティア交流会       ※新型コロナ感染拡大により中止 

主催 中央図書館 

日時   - 

内容 
市立図書館で活動しているおはなしボランティア（団体・個人）の交流と、図書館職員との情報交換、

「おはなしがいっぱい」実施に向けての調整・反省会など  

〇共催事業 
 

事業名 おもちゃ病院  

日時 毎月第４土曜日 午前10時～午後４時 （受付は3時まで。件数により早めに終了。） 

会場 中央図書館こどものへや 

R3実績 開催：5回  受付人数：58人   

（６） 図書館利用団体・文庫団体等の利用状況 

那覇市立図書館では、地域文庫・図書館団体育成のために団体貸出を行っています。 

貸出館 
番

号 
団体名 代表者 

利用

者数 

開始

年 
貸出 

来館

選書 
配本 

中
央
図
書
館 

1 長田保育園 盛元 依子 34 1995 随時 〇 〇 

2 なかいま児童クラブ 前泊 文子 51 1996 随時 〇 - 

3 那覇市立中央公民館 照屋 満 6 1998 随時 〇 - 

4 古蔵児童クラブ 吉本 智翔 80 2000 随時 〇 - 

5 さくら保育園 香村 直子 190 2002 随時 〇 - 

6 那覇市教育相談課 山下 恒  2008 随時 〇 - 

7 樋川みらいこども園 屋良 睦  2018 随時 〇 〇 

8 那覇市歴史博物館 大城 敦子 10 2019 随時 〇 - 

9 那覇市まちづくり協働推進課 宮里 仁 30 2019 随時 〇 - 

10 沖縄お話の会伝々虫 高江洲 教枝 9 2019 随時 〇 - 

11 児童ディサービス ぽるっくす 金城 隆介 28 2020 随時 〇 〇 

12 あいまーる児童クラブ 仲村 幸弘 10 2020 随時 〇 〇 

13 沖縄県立看護大学附属図書館 佐伯 宣久 350 2021 随時 〇 - 

14 放課後等デイサービスチャレンジ・キッズアカデミー寄宮校 神谷 亮馬 29 2022 随時 〇 - 

15 学習計画支援事業所 なは 兼次 崇仁 33 2022 随時 〇 - 
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牧
志
駅
前
ほ
し
ぞ
ら
図
書
館 

1 泊児童クラブ 座覇 先夫 549 1990 月1回 〇 〇 

2 なは小児童クラブ 屋良 優子 383 2006 月1回 〇 〇 

3 第1なはっ子児童クラブ 比嘉 祐一 301 2016 月1回 〇 〇 

4 第2なはっ子児童クラブ 比嘉 祐一 407 2016 月1回 〇 〇 

5 壺屋こども園 仲盛 夫美子 13 2011 月1回 〇 〇 

6 牧志駅前ほしぞら公民館 末吉 雪乃 4 2016 随時 〇 - 

7 株式会社Ｈ＆Ｔ オリーブクラウン保育園 松川 あゆみ 22 2017 随時 〇 - 

8 すてっぷ天久2 友寄 千明 ― 2020 随時 〇 - 

9 那覇市緑が丘公園集会所 玉城 たかし ― 2020 随時 〇 - 

小
禄
南
図
書
館 

1 小禄児童クラブ 松本 拓也 90 1985 月1回 〇 〇 

2 すがやま保育園 新里 順子 122 1992 月1回 〇 〇 

3 垣花児童クラブ 金城 光哉 82 1994 月1回 〇 〇 

4 宇栄原みらいこども園 高良 留璃子 150 2010 月1回 〇 〇 

5 たばる児童クラブ 又吉 志織 44 2013 月1回 〇 〇 

6 第２たばる児童クラブ 武雄 竜弥 43 2014 月1回 〇 〇 

7 高良こども園 金城 成人 100 1997 随時 〇 - 

8 つばさこども園 金城 小百合 100 1998 随時 〇 - 

9 放課後児童デイサービスのびっと 玉城 恒 25 2017 随時 〇 - 

10 こうせい那覇児童デイサービス のびっと２ 玉城 恒 13 2014 随時 〇 - 

11 児童発達支援事業所 のびっと３ 玉城 恒 19 2016 随時 〇 - 

12 放課後等デイサービスのびっと４（男塾） 玉城 恒 12 2017 随時 〇 - 

13 のびっとANO-ANO 玉城 恒 10 2020 随時 〇 - 

14 こうせい那覇「ﾃﾞｲｾﾝﾀｰ那覇」 玉城 恒 16 2015 随時 〇 - 

15 第２かぐらこども園 新城 枝里子 20 2016 随時 〇 - 

16 児童デイサービスまはろ高良 大西 将史 20 2020 随時 〇 - 

17 児童デイサービスまはろ赤嶺 金城 智之 20 2017 随時 〇 - 

18 あろはKids小禄 上原 耀一 18 2021 随時 〇 - 

19 サニーハート保育園 古堅 怜美 41 2021 随時 〇 - 

20 高良たんぽぽ児童クラブ 大城 喜代美 55 2019 随時 〇 - 

21 那覇市小禄老人福祉センター 前田 信二 300 2017 随時 〇 - 

22 放課後等デイサービスはなぞの 新垣 ヒロ子 21 2021 随時 〇 - 

23 はなぞの児童クラブ 新垣 ヒロ子 106 2010 随時 〇 - 

24 学童保育カイカ堂 宇栄原校 伊計 公人 45 2019 随時 〇 - 

25 ハートライン学 渡慶次 賢二 15 2019 随時 〇 - 

26 すてっぷ小禄 名嘉 将太郎 32 2017 随時 〇 - 

首
里
図
書
館 

1 首里子どもの本を楽しむ会 石黒 冨美子 10 2010 随時 〇 - 

2 那覇市社会教育指導員OB会 荒木 喜代子 10 2014 随時 〇 - 

3 マナブ倶楽部 山川 さやか 60 2016 随時 〇 - 

4 那覇市地域子育て支援センター はっぴぃ 稲嶺 由香 4 2019 随時 〇 - 

若
狭
図
書
館 

1 若狭児童館 豊川 三枝子 130 1997 随時 〇 - 

2 曙こども園 山里 つかさ 64 2019 随時 〇 - 

3 まつやま保育園 前田 富美子 112 1998 随時 〇 - 

4 わかさ保育園 宮城 信子 124 1998 随時 〇 - 

5 コスモ保育園 豊田 眞由美 97 1991 随時 〇 〇 

6 若狭こども園 大城 敏美 94 2011 随時 〇 - 

7 デイセンター のぎく 照屋   勉 21 2015 随時 〇 - 

8 若狭児童クラブ 新城 啓明 59 2009 随時 〇 - 

 

1 石嶺公民館 前城 一太郎 5 2007 随時 〇 - 

 2 石嶺こども園 上原 恵子 94 1998 随時 〇 〇 
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石
嶺
図
書
館 

 

3 松島学童クラブ 新垣 泰一郎 114 2002 随時 - 〇 

4 石嶺図書館読み聞かせボランティアの会 古謝 恵 5 2008 随時 〇 - 

5 首里児童クラブ 新里 聡 40 2015 随時 〇 - 

6 デイサービス歩 金城 二美 15 2017 随時 〇 - 

7 みぎわ保育園 金城 美智代 73 1997 随時 〇 - 

8 首里湘南保育園 玉城 晶子 81 2017 随時 〇 - 

9 那覇偕生園 玉城 真弓 55 2020 随時 〇 - 

10 児童発達支援事業所こどもプラスあいなぎ教室 野原 正也 32 2020 随時 〇 - 

11 石嶺中学校チャレンジ２組 城間 雅子 9 2020 随時 〇 - 

12 じどうくらぶＫＡＮＡＳＡ 屋良 優奈 29 2021 随時 〇 - 

13 歩家デイサービス 富村 直哉 10 2015 随時 〇 - 

繁
多
川
図
書
館 

1 二葉保育園 宮里 恵 42 2005 随時 〇 - 

2 識名こども園 與那覇 利香代 128 2006 随時 - 〇 

3 沖縄偕成会総合ｹｱｾﾝﾀｰ那覇 山城 美智子 35 2010 月1回 〇 - 

4 繁多川公民館 南 慎之介 6 2012 随時 〇 - 

5 識名小学校家庭教育支援 平良 雅司 810 2012 随時 〇 - 

6 こくら保育園 仲田 房子 167 2013 月1回 - 〇 

7 グループホームコスモス 山城 博子 9 2014 随時 〇 - 

8 いどばた学童クラブ 続 洋子 17 2017 随時 〇 - 

9 童夢認定こども園 高江洲 功 220 2007 随時 〇 - 

10 いしだ丘保育園 神村 愛美 80 1996 随時 〇 - 

11 松川こども園 金城 美佳 104 2018 月1回 - 〇 

12 おきなわ共生会 与那嶺 康 10 2018 随時 〇 - 

13 識名さつき認定こども園 島尻 民子 150 2019 随時 〇 - 

（７） 那覇市立図書館刊行物一覧 

那覇市立図書館では市民の読書活動推進のため種々の行事を行っています。各行事の広報や図書館利用の促進のため2020年

度は下記の刊行物を発行しました。 

〇定期刊行物  

刊行物名 内容／発行館 規格 発行回数 発行部数 

館報2021 行事内容、活動状況の報告、統計（年報） A4/138頁 年1回 270部 

那覇市立図書館カレンダー（令和3年度版） カレンダー（4月～9月）（10月～3月） A5 年2回 平均8,000部 

那覇市立図書館沖縄戦関係資料所蔵目録 那覇市立図書館所蔵の沖縄戦資料蔵書リスト A4/72頁 年1回/6月 93部 

図書館だより №98～№100 
広報一般（通常春号・秋号発） 

※2020年度は開館状況について追加発行。 
A4 

年4回 

（通常年2回） 
2,050部 

利用案内（令和元年度版）  A4/三つ折り 年1回 8,000部 

デイジー図書利用案内 
デイジー図書の利用について、利用対象者や利

用方法等についての案内 
A4/二つ折り 年1回 80部 

郵送サービス利用案内 
郵送サービスの利用について、利用対象者や利

用方法等についての案内 
A4/二つ折り 年1回 80部 

来館が困難な方向け宅配サービス利用案内 
宅配サービスの利用について、利用対象者や利

用方法等についての案内 
A4/二つ折り 年1回 80部 

有料配送サービス利用案内 
有料配送サービスの利用について、利用対象者

や利用方法等についての案内 
A4/二つ折り 年1回 100部 

さくら通信 行事・新着図書の案内（中央図書館） A4 月1回 1回 130部 

親子で絵本を楽しむ 絵本ブックリスト（中央図書館） A4 年1回 3,700部 

ほしぞらメール 行事・新着図書の案内（牧志駅前ほしぞら図書館） A3/二つ折り 月1回 1回 200部 
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なおと通信 行事・新着図書の案内（小禄南図書館） A4 月1回 1回 110部 

ようこそ！おろく南としょかんへ 図書館見学配布資料 A4 年1回 500部 

としょかんはみんなのともだち 図書館見学配布資料 B5 年1回 500部 

首里図書館だより 行事・新着図書の案内（首里図書館） A4 月1回 1回 95部 

としょかんはみんなのともだち 図書館見学配布資料 B5 年3回 1回 250部 

わかさ通信 行事・新着図書の案内（若狭図書館） B5 月1回 1回 110部 

いしみねメール 行事・新着図書の案内（石嶺図書館） A4 月1回 1回 296部 

ようこそ!!石嶺図書館へ 図書館見学配布資料 A4 年2回 1回 100部 

繁多川だいありー 行事・新着図書の案内（繁多川図書館） A4 月1回 1回 200部 

繁多川図書館職場体験のしおり 職場体験・インターシップ配布資料 A4 随時 1回 20部 
 

 

 

 

こども読書週間 

（4月23日～5月12日）  

           
 

                    

                    

           

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
「やさしい世界 

～絵本作家くすのきしげのり～」

(繁多川図書館) 

上「オリジナルしおりプレゼント」 

右下「ブックカバー配付」（全館） 

（石嶺図書館） 

上 

右 

「うさちゃんの顔をかいてみよう！」 

（小禄南図書館） 
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(８)2021年度 図書館資料寄贈者一覧  
 

図書館資料について、2021年度も多くの方からご寄贈いただきました。 

寄贈者の氏名（敬称略）、団体（法人名称略）を掲載してお礼にかえさせていただきます。皆様からの

ご厚意を有効に活用いたします。  

 

個 人 
 

相川 哲治 

赤嶺 晴男 

安光 裕子 

飯島 恵美 

伊佐 節子 

伊志 嶺和 

井上 薫 

上地 徳男 

上地 雄大 

上原 彩 

上原 正吉 

上原 康子 

上間 信久 

大城 安弘 

沖本 裕司 

片岡 正人 

金川 顕教 

神坪 浩喜 

華凛 

川喜田 八潮 

川喜田 晶子  

河原地 富雄 

金城 明美 

金城 政栄 

金城 菊 

金城 めぐみ 

工藤 奈美 

國吉明美 

國吉 眞正 

小浜 

齊藤 蔵 

佐久本 明奈 

佐藤 晶子 

佐藤 行俊 

佐藤 徹 

佐藤 幹夫 

篠木 精治 

島山 麻美 

下地 ゆみ 

新里 かおり 

新城 静治 

末吉 徹 

菅原 政治郎 

砂川 寛昭 

隅田 隆之 

瀬川 桂子 

平良 輝子 

平良 静香 

高里 盛国 

髙橋 愛衣 

嵩原 広子 

建部 奈津子 

田中 千恵子 

田辺 和恵 

知念 初美 

土屋 権市 

鶴田 恵美子 

手登根 知子 

天願 杏里 

土井 明美 

土井 健二 

當眞 秋子 

當銘 学 

友田 行洋 

内藤 理恵子 

仲座 巖 

仲里 金介 

永田 吉邦 

長嶺 浩吉 

中村 千恵子 

中村 不二夫 

中村 春菜 

中村 ヨリ子 

仲本 瑩 

波平 元維 

新島 隆 

西 達雄 

西原 篤一 

西銘 雅春 

根本 弘史 

野田 ゆみ子 

畑中 喜秋 

服部 錣弥 

花岡 則夫 

原 信一郎 

比嘉 正純 

比嘉 かんな 

福地 友昭 

藤田 和己 

平敷 武蕉 

星 久美 

堀内 千恵子 

本田 和之 

前田 洋 

前原 めぐみ 

柾本 守 

松島 弘明 

松田 淳子 

松村 正信 

松本 忠之 

三浦 さやか 

水川 敏秋 

嶺井 政英 

宮内 伸浩 

宮城 須美子 

宮城 ヨシ子 

宮 健二 

宮里 忠明 

村上 信明 

目代 雄一 

望月 彩楓 

柳 春玉 

山田 慎一郎 

山本 研二 

山本 卓 

屋良 朝紀 

米山 彩香 

渡会  仁 

 

  

 

団 体 

 
あ行 

アイヌ民族文化財団 

I management   

明るい選挙推進協会 

朝日新聞出版 メディアプロデュース部  

あなたと健康社 

あやめ法律事務所 

アンバー・アセット・マネジメント 

家の光協会 

イオン環境財団  

伊藤忠記念財団 

伊藤忠記念財団電子図書普及事業部 

茨木市立川端康成文学館  

岩波書店 

インテック 

宇宙航空研究開発機構 

浦上家史編纂委員会事務局 

浦添市教育委員会 

浦添市美術館 

浦添市立図書館 

運輸安全委員会 

永青文庫 

SIA心のゼロ経営プロジェクト 

NHK沖縄放送局 

NTT技術ジャーナル 

絵本・児童文学研究センター 

MCC 

OXメンバー 

大きな輪 

大蔵財務協会 
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大阪国際児童文学振興財団 

大名町自治会 

大平工業 

大前繁雄事務所 

岡山県倉敷市役所 

沖縄愛楽園交流会館 

沖縄 NGOセンター 

沖縄音楽三線教室 

沖縄気象災害防止協議会 

沖縄気象台業務課 

沖縄協会 

沖縄県 

沖縄県医師会 

沖縄県衛生環境研究所 

沖縄県沖縄語普及協議会 

沖縄県環境科学センター 

沖縄県観光スポーツ部 

沖縄県議会事務局 

沖縄県企画部市町村課 

沖縄県企画部統計課 

沖縄県企画部統計課管理資料班 

沖縄県教育委員会 

沖縄県教育庁総務課 

沖縄県教育庁生涯学習振興課 

沖縄県教育庁総務課教育企画室 

沖縄県教育庁文化財課 

沖縄県教育庁文化財課資料編集班 

沖縄県教職員組合女性部 

沖縄県金融広報委員会 

沖縄県軍用地等地主会連合会 

沖縄県経営者協会 

沖縄県建築士会 

沖縄県建築士事務所協会 

沖縄県工業連合会 

沖縄県交通遺児育成会 

沖縄県公文書館 

沖縄県公民館連絡協議会 

沖縄言語教育研究所 

沖縄県子ども生活福祉部消費・くらし安全課 

沖縄県産業資源循環協会 

沖縄県しまくとぅば普及センター 

沖縄県社会福祉協議会 

沖縄県獣医師会 

沖縄県消費生活センター 

沖縄県私立中学高等学校協会 

沖縄県スポーツ協会 

沖縄県製パン事業協同組合 

沖縄建設弘済会 

沖縄県専修学校各種学校協会 

沖縄県体協スポーツ協会 

沖縄県宅地建物取引業協会 

沖縄県知事公室基地対策課 

沖縄県知事公室広報課 

沖縄県町村会 

沖縄県町村議会議長会 

沖縄県電気管工事業協会 

沖縄県図書館協会 

沖縄県農林水産部森林管理課 

沖縄県文化観光スポーツ部空手振興課 

沖縄県文化観光スポーツ部文化振興課 

沖縄県文化協会 

沖縄県文化振興会 

沖縄県文化振興会公文書管理課 

沖縄県平和祈念資料館 

沖縄県保健医療福祉事業団 

沖縄県ホテル旅館生活衛生同業組合 

沖縄県埋蔵文化財センター 

沖縄県民間教育研究所 

沖縄県薬剤師会 

沖縄県立埋蔵文化センター 

沖縄県立沖縄盲学校創立 100周年記念事業期成会 

沖縄県立芸術大学 

沖縄県立芸術大学音楽学部音楽学専攻 

沖縄県立芸術大学音楽学部音楽文化専攻 

沖縄県立第三高等女学校 21期生なごらん会 

沖縄県立図書館 

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 

沖縄県立博物館友の会 

沖縄県立博物館・美術館 

沖縄県立埋蔵文化財センター 

沖縄県労働金庫 営業推進部 

沖縄国際大学教務部研究支援課 

沖縄国際大学総合研究機構沖縄法政研究所 

沖縄国際大学総合研究機構南島文化研究所 

沖縄国際大学大学院 

沖縄国立自然史博物館設立準備委員会 

沖縄県産業振興公社 

沖縄しまたて協会 

沖縄出版協会 

沖縄職業能力開発大学校 

おきなわ女性財団 

沖縄市立郷土博物館 

沖縄振興開発金融公庫 

沖縄振興開発金融公庫調査部金融経済調査課 

沖縄赤十字病院  

沖縄総合事務局 

沖縄大学入試広報室 

沖縄美ら島財団 
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沖縄美ら島財団総合研究センター 

沖縄都市モノレール 

沖縄二火会 

沖縄の土木技術を世界に発信する会 

沖縄俳彫研究会 

沖縄防衛局 

オフテクス 

恩納村博物館恩納村史編さん係 

恩納村文化情報センター 

 
か行 

ガールスカウト日本連盟 

海技振興センター 

会計検査院 事務総長官房総務課渉外広報室 

海上自衛隊第 5航空群広報室 

外為どっとコム総合研究所 

海邦総研 

外務省沖縄事務所 

外務省国際協力局開発協力企画室 

外務省総合外交政策局 

海洋研究開発機構 

「香・大賞」実行委員会 

学習院大学史料館 

笠間書院  

霞山会（かざんかい） 

学研プラス 

学研プラス学びソリューション事業室 

学研プラスコンテンツプロデュース部学びソリューション事業室  

学研プラス販売促進部市場開発室 

学研プラス学びソリューション事業室「学研まな

び絵本」事務局 

嘉手納町立図書館 

神奈川大学日本常民文化研究所 

環境再生保全機構 

環境省大臣官房環境計画課 

関西大学研究所事務グループ  

関西大学人権問題研究室 

関西大学東西学術研究所 

北九州市にぎわいづくり懇話会事務局（産業経済局ＭＩＣ推進課） 

北中城村石平在沖海兵隊基地 

北中城村教育委員会 

北中城村教育委員会生涯学習課 

北野生涯教育振興会 

宜野座村立博物館 

宜野座村文化のまちづくり事業実行委員会 

宜野湾市教育委員会 

宜野湾市教育委員会文化課 

喜屋武商店 

九州経済調査協会 BIZCOLI 

九州大学 

九州文化協会 

漁港漁場漁村総合研究所 

キリスト教聖書塾 

金武町教育委員会社会教育課 

金武町立図書館 

金融広報中央委員会 

空港施設総務部 50年事業準備室 

国頭村教育委員会 

国頭村教育委員会教育課 

クマヒラ 

組踊上演 300周年記念事業実行委員会 

久米島町教育委員会  

倉敷市 

倉敷市防災推進課 

クリステル・ヴィ・アンサンブル事務局 

グローバルテクノ 

経済産業省 資源エネルギー庁 

警察協会  

けやき並木・緑の杜財団 

健康改善研究センター 

現代書林  

建設コンサルタンツ協会 

現代中国藝術センター 

公会計研究協会事務局 

香下マーケティングオフィス 

厚生労働省年金局総務課 

厚生労働省年金局総務課年金広報企画室 

国際協力機構（ＪＩＣＡ） 

国税庁広報広聴室 

国立国会図書館 

国土地理協会総務部 

國民會舘 

国民生活センター 

国立沖縄自然史博物館設立準備委員会 

国立劇場おきなわ運営財団 

国立高等専門学校機構沖縄工業高等専門学校 

国立青少年教育振興機構 

国立歴史民俗博物館 

國華社・國華清話会 

子ども NPO ｾﾝﾀｰ福岡 

こどもの本の童話館グループ 

コピーネ出版 

 さ行 

在沖縄米海兵隊基地 

最高裁判所 

財務省主税局総務課 

財務省広報室 
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笹川平和財団海洋政策研究所島嶼資料センター 

茶道裏千家淡交会総本部 

産業法務研究所 

三宝出版 

JT生命誌研究館 

ジェイ・ブロード『クローバー』事務局 

酒々井（しすい）町 

シマノ 

市民介護相談員なは 

社会情報大学院大学先端教育研究所 

JAPAN AIRLINES 

JAL JTAセールス 

集広舎 

首里城研究会 

首里城公園管理センター 

首里城公園友の会 

首里城公園友の会事務局（首里城研究会） 

昭和聖徳記念財団 

新アララギ発行所 

SHINSEI 

新星出版 

人文会 

水産研究・教育機構 

水産総合研究センター 

すこやか食生活協会 

スポーツこころのプロジェクト運営本部 

生活協同組合コープおきなわ 

聖教新聞社 

生命保険協会沖縄県協会 

生命保険文化センター 

セールスレップコラボ 

世界遺産座喜味城跡ユンタンザミュージアム 

世界思想社 

世界聖典普及協会 

戦後沖縄チャイナ部隊研究会 

全国ＬＰガス保安共済事業団 

全国介護支援協会 

全国科学博物館振興財団 

全国公共図書館協議会事務局 

全国自死遺族連絡会 

全国消費生活相談員協会 

全国新規就農相談センター（全国農業会議所） 

全国農業会議所 

全国被害者支援ネットワーク 

全国理容生活衛生同業組合連合会 

全国料理業生活衛生同業組合連合会 

先端加速器科学技術推進協議会岩手県国際リニアコライダー推進協議会 

全日本コーヒー協会 

全日本鍼灸マッサージ師会 

川柳展望社 

創業手帳 事業開発推進室 

総務省広報室 

総務省情報流通行政局郵政行政部 

総務省統計局統計情報利用推進課 

育てる会 

 た行 

ダイヤモンド社 

第一生命財団 

大学出版部協会 

大同生命国際文化基金 

台湾光華画報雑誌社 

台湾貿易センター 

拓殖大学海外事情研究所 

多言語絵本の会 RAINBOW 

地域社会ライフプラン協会 

北谷町教育委員会 

北谷町教育委員会文化課 

北谷町立図書館 

中央酪農会議 

中京メディカル 

ちゅうでん教育振興財団 

長寿社会開発センター 

ツムラ 

TRC図書館流通センター 

ディーエムエス 

梯梧の花短歌会 

デジタルアーカイブ学会 

電気通信協会 

DO-ERA 

東急文化村 

東京画 

東京子ども図書館 

東京四季出版 

東京商工リサーチ 

東京商工リサーチ沖縄支店 

東京大学出版会 

幻冬舎 

幻冬舎メディアコンサルティング 

幻冬舎メディアコンサルティングプロモーション部  

東洋経済新報社 

読書推進運動協議会 

図書館振興財団 

渡名喜村 

渡名喜村教育委員会 

土木学会西部支部沖縄会委員会「沖縄の土木技術を世界に発信する会」 

豊見城市教育委員会 

豊見城市教育委員会文化課 
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トヨタ財団 

dreammondayfamily 

 な行 

内閣府沖縄総合事務局 

内閣府沖縄総合事務局総務部調査企画課 

内閣府政府広報室 

内閣府大臣官房政府広報室 

中城教育委員会生涯学習課 

中城村教育委員会  

中西出版 

なくそう戸籍と婚外子差別・交流会 

名護市教育委員会文化課 

那覇市環境部環境政策課 

那覇市 

那覇市医師会 

那覇市議会 

那覇市議会事務局 

那覇市議会事務局議事管理課 

那覇市企画財務部企画調整課 

那覇市企画財務部財政課 

那覇市教育委員会 

那覇市教育委員会生涯学習課 

那覇市教育員会生涯学習部市民スポーツ課 

那覇市教育委員会生涯学習部総務課 

那覇市自治会長連合会 

那覇市自治会連合会 

那覇市 市民文化部 文化振興課 

那覇市市民文化部まちづくり協働推進課 

那覇市生涯学習推進本部事務局 

那覇市上下水道局 

那覇市消防局 

那覇市職員労働組合 

那覇人権擁護委員協議会 

那覇市選挙管理委員会 

那覇市総務部 

那覇市総務部秘書広報課 

那覇市総務部法制契約課 

那覇市中央公民館 

那覇市ＰＴＡ連合会 

那覇市秘書広報課 

那覇市福祉部障がい福祉課 

なは市民活動センター 

那覇市立開南小学校博物館・美術館設置準備委員会  

那覇市歴史博物館 

那覇地方裁判所事務局総務課 

那覇文芸協会 

奈良県立図書情報館 

南城市教育委員会 

南城市教育委員会文化課 

西日本旅客鉄道 

日蓮宗全国檀信徒協議会 

日産自動車 

日産自動車サステナビリティ推進部 

日産童話と絵本のグランプリ寄贈事務局 

日展 

日本医師会 

日本宇宙少年団 

日本オーケストラ連盟 

日本海事広報協会 

日本科学機器協会総覧委員会 

日本学術協力財団 

日本貸金業協会 

日本観光振興協会 

日本教育会 

日本銀行情報サービス局 

日本クウェイト協会  

日本クルーズ&フェリー学会 

日本鯨類研究所 

日本原子力研究開発機構 

日本建設業連合会 

日本工業出版 

日本広報協会 

日本国際児童図書評議会 

日本財団パラリンピックサポートセンター 

日本視覚障害者団体連合 

日本自動車殿堂 

日本写真映像用品工業会 

日本写真家協会 70周年記念写真展委員会 

日本写真家協会  

日本獣医師会 

日本新華僑通信社 

日本新聞協会 

日本心理臨床学会 

日本スポーツ協会 

日本政策投資銀行地域調査部 

日本即席食品工業協会 

日本宝くじ協会 

日本地下鉄協会 

日本データ通信協会迷惑メール相談センター 

日本テクノ 

日本統計協会 

日本時計輸入協会 

日本図書館協会 

日本の祭りネットワーク 

日本武道館 

日本船主協会 

日本文化興隆財団 
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日本文化交流財団 

日本民営鉄道協会 

日本盲導犬協会 

日本野鳥の会 

日本郵便 

日本ライフル射撃協会 

日本連句協会 

農林水産消費安全技術センター（FAMIC） 

農林水産省大臣官房広報評価課 

 は行 

華為技術日本 

ハートウェイ 

俳人協会 

Hyper Up  

博報堂教育財団 

パチンコ・パチスロ社会貢献機構 

那覇市総務部法制契約課市政情報センター 

花ゆうな短歌会 

「早寝早起き朝ごはん」全国協議会事務局 

ぱる出版 

春吉書房 

判例時報社 

東アジア共同体研究所琉球沖縄センター 

東日本旅客鉄道  

日本エスペラント協会 

「フィッシング・カフェ」制作プロジェクトチーム事務局  

普久原未来のための事業団 

フタワ 

フタワ健康改善研究センター 

舞踊年鑑事業委員会・編集委員会 

ブレインズ・ネットワーク 

プレジデント社 

プログレッシブエナジー 

文藝春秋 

文藝春秋企画出版部 

防衛省 

防衛省大臣官房広報課 

法政大学沖縄文化研究所 

法政大学国際日本学研究所 

法政大学国文学会事務局 

法務省人権擁護局 

北海道文教大学 

北海道文教大学出版会 

 ま行 

松谷メールサービス 

ミキハウス子育て総研 

みすず書房 

ミミテック 

宮古島市文化協会 

未来社 

未来の図書館研究所 

民間外交推進協会(FEC) 

名桜大学 

名桜大学付属図書館 

明海大学不動産学部山本卓研究室 

明治神宮国際神道文化研究所 

迷惑メール対策推進協議会 

MOA健康科学センター 

 や行 

八重瀬町観光物産協会 

八重瀬町教育委員会 

八重瀬町教育委員会生涯学習文化課 

八重瀬町教育委員会生涯学習文化課八重瀬町史編纂事務局  

山口県盲人福祉協会 

ヤマトホールディングス 

山の下出版/斎藤事務所 

ヤマハ発動機スポーツ振興財団 

有斐閣 

ユネスコ・アジア文化センター 

吉川弘文館 

吉村昭記念文学館 

与那原町教育委員会 

読谷村役場企画政策課 

読谷村 

 ら行 

Rising Star 

ライブラリー・アド・サービス 

らしゅえっと 

琉球大学国際地域創造学部 

琉球大学人文社会学部 琉球アジア文化科 

琉球大学島嶼地域科学研究所 

琉球大学病院がんセンター 

琉球大学付属図書館 

RINDA foundation JAPAN 

林野庁 

Lutz 

歴史研究会（全国歴史研究会） 

労働者健康安全機構 

農林水産消費安全 

ろまん社 

 わ行 

ワック 

WAの会 
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