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那覇市の概要           

 

（１）位置と地勢 

古くから南島、琉球と呼び親しまれてきた沖縄県は、沖縄本

島、宮古島、八重山諸島を中心とする多くの島々からなる島し

ょ県である。全島の面積は約2,282.15k㎡(国土地理院 2022年4

月1日時点)、県北端の硫黄島から南端の波照間島まで南北約400 

㎞、東端の北大東島から西端の与那国島まで約1,000 ㎞の広大

な海域に展開する。 

 那覇市は、沖縄本島の南部に位置し、地勢的には、標高

165.6mを頂点とする首里台地から西方の慶良間諸島を臨む海洋

へとゆるやかに傾斜する平坦部に、北方の天久台地、南方の識

名台地に囲まれるなかで国場川、久茂地川、安里川の各河川が

那覇港、泊港に注ぐ。那覇市はその入江を中心に発達した都市

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 自然と気候              

沖縄は全県域が亜熱帯性気候に属し、那覇市の平均気温は

23.4℃※、真夏は28～29℃、真冬は16～17℃で、夏と冬、昼

と夜の気温差が鹿児島より小さく夏は比較的涼しく、冬はあ

たたかい特性を持つ。 

それは、広大な海に囲まれた亜熱帯海洋性気候が夏の暑さ

をやわらげ、降雪のない冬をもたらせているからである。 

10月から翌年３月まで北よりの季節風が、４月から９月ま

では南よりの季節風が吹く。夏から秋には台風が通過し、年

降水量は2,195.4mm※となっている。 

この亜熱帯海洋性気候の自然と風土のなかで村落が形成さ

れ、これを伝統的基盤として都市が発達してきた。 

（※数値は2002年～2021年の平均値 気象庁HPより） 

 

 

（３） 人口と産業              

1921年(大正10年)に市制が施行されたとき 63,000余人であ

った那覇市の人口は、以後徐々に増加を続けていたが、1944

～45年(昭和19年～20年)の沖縄戦で、市域の90％を焼失し、

8,000 余人に激減した。 

戦後那覇は、米軍の全面占領下におかれ、立入禁止区域とな

っていたが、1945年(昭和20年)11月産業復興の名目で陶器製

造産業先遣隊が壺屋一帯に入域して以来、民政府など中央機

関が那覇に移転し、旧那覇市街が漸次開放されるようにな

り、市民の活動も活発になった。 

1954年(昭和29年)に首里市、小禄村、1957年(昭和32年)に真

和志市と合併して一挙に186,000余人となり、新しい那覇市建

設の基盤ができた。 

1972年(昭和47年)5月15日祖国復帰が実現し、沖縄県の県都

として都市基盤が一層整備された。 

現在の人口は約32万人で、平成25年4月1日には県内初の中核

市へ移行するなど、沖縄県の政治、経済、文化の中心として

発展を続けているところである。 

 

那覇市面積 41.42㎢ 
2022.4.1現在 

（国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」 

より）    
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（４） 市 章                                             1921年(大正10年)12月19日制定 

 

”ナハ”の字を円形に図案化し、無限に発展していく那覇市の姿を表して

います。 

 

（５） 市民憲章                                         1964年(昭和39年)1月1日制定 

私たちは、那覇市民であることに誇りをもち、みんなで明るく住みよいまちをつくるため、すすんでつぎ

のことを守りましょう。 
 

１ 私たちは まちを美しくしましょう 

１ 私たちは 公共物を大切にしましょう 

１ 私たちは 時間を守りましょう 

１ 私たちは 交通道徳を重んじましょう  

１ 私たちは だれにも親切にしましょう  

（６）那覇市の市花・市木・市花木・市魚・市蝶 

 

市花：ブーゲンビレア 

オシロイバナ科の常緑茎性低木。 

ハイビスカスと同様に熱帯を象徴する花（実際

は苞(ほう）)で、秋から春の低温気に開花し、色

は紫、赤、白、混色と多彩。乾燥にも強く鉢植

えや日陰棚、ビルの壁面緑化、生垣になどにも

用いられます。 
 

1983年(昭和58年)10月1日制定 

 

市魚：マグロ 

スズキ目・サバ科マグロ属に分類

される硬骨魚類の総称。暖海性で海

洋性、回遊性の大型肉食魚。県内一

位の水揚げを誇っています。 
 

2010年（平成22年）8月17日制定 

 

市木：フクギ 

オトギリソウ科の常緑高木。 

幸福や繁栄をもたらすといわれ、防風・防火樹

にもなり、樹液は古くから植物染料として利用

されています。円錐状の樹冠は濃緑色の枝葉を

密生させ、沖縄独特の亜熱帯的景観とよく調和

します。 

1983年(昭和58年)10月1日制定 

 

 

市花木：ホウオウボク 

マメ科の落葉高木。樹高10～15ｍ。 

花は中国の伝説の鳥、鳳凰に似ているため名

付けられたマダガスカル原産の花木。花の色は

赤とオレンジがあり梅雨明けから10月ごろまで

開花します。戦後植栽され、堂々とした樹冠は

涼しい木陰をつくり、庭園樹や公園樹として利

用されています。 

1983年(昭和58年)10月1日制定 

市蝶：オオゴマダラ 

チョウ目タテハチョウ科マダラチ

ョウ亜科に分類される日本最大の

蝶。さなぎは鮮やかな黄金色で、優

雅に舞う姿から、別名「南国の貴婦

人」と呼ばれています。 

2014年 (平成26年)3月1日制定 
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１ 沿  革  
 

1947年８月９日 

(昭22)        

沖縄中央図書館（本館長・城間朝教）が知念民政府構内に設置される。  

  

1951年２月７日 

(昭26)        

居所を転々とした沖縄中央図書館は崇元寺跡に米軍予算で建設され、那覇琉米文化

会館（館長・城間朝教） となる。 

  

1956年１月    

(昭31)        

中山操館長就任 

  

1958年７月    

(昭33)        

喜久山源栄館長就任 

  

1960年６月24日 

(昭35)        

那覇琉米文化会館が旧与儀農業試験場跡に70,600ドルの米民政府予算で建設され

る。鉄筋コンクリート２階建（972㎡） 

  

1961年５月   

 (昭36)       

同地に琉米文化会館移転 

  

1969年７月   

 (昭44)       

琉大付属病院建設のため、現在地に琉米文化会館を移設  

鉄筋コンクリート２階建（1,336 ㎡） 

  

1972年５月15日 

(昭47)        

本土復帰により、琉米文化会館の施設を日本政府が買い上げ那覇市に無償譲渡し、

「市立那覇文化センター」（  所長・外間政彰企画課長兼務）として同 年11月３日に

開館される。 

  

1973年10月    

(昭48)11月    

市立那覇文化センター施設用地（2,562.15㎡）の貸付申請書を沖縄県に提出。  

赤嶺幸信所長就任 

  

1974年２月     

(昭49）       

平良浩所長就任 

  

1975年８月１日 

(昭50)        

市の組織、機構改編によって教育委員会の所管となり、那覇市立図書館として開

設（設置条例公布）  

沢岻寛義館長就任（首里給食センターより転任）  

市長部局より５名の職員が配置される。 

開館時間  火～日 午前９時～午後７時（月曜日 休館） 

11月19日 昭和50年度第一回図書館協議会開催、会長・当真重勇氏選出 

12月９日 山田有幹文庫開設 

  

1976月７月11日      内規「図書整理基準」制定 

(昭51)10月27日 移動図書館開館式（11月５日、巡回開始） 

11月    寒川自治会、崎山町公民館、城東団地、鏡水公民館、大名第二団地、繁多川公民

館、古島共同住宅、安謝公民館、久米二丁目自治会、宇栄原市営住宅、石嶺市営住

宅、寄宮市街地分譲住宅、大名市営住宅、小禄バプテスト、鳥堀クラブ、移動図書館

ステーション開設 

12月15日   移動図書館車名「青空号」に決定。 

一般公募 500件 354種の中から上里光也君（与儀小３年）が当選 

  

1977年１月25日   那覇市史編集室移転、その跡に移動図書館車用書庫を設置  

(昭52)３月25日 本館増築（移動図書館車車庫 57.945㎡） 
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４月25日 参考資料室（郷土資料室）を設置 

12月27日   初の移動図書館世話人会開催 

  

1978年３月31日 「館報」第一号（館報 '77）を発行 

(昭53)10月18日 団体貸出し開始 

  

1979年５月１日   外間政彰館長就任 

(昭54）６月29日 山田有功文庫、800 冊寄贈を受ける。 

８月24日 泊新屋敷移動図書館ステーション開設 

８月30日 天久自治会     〃 

  

1980年４月１日 泊こがね森移動図書館ステーション開設 

(昭55）５月10日 ホノルル・那覇姉妹都市20周年記念の際、Ｆ・Ｆ・ファシ・ホノルル市長を通じて那覇

市立図書館からホノルル市立図書館へ沖縄の絵本 15冊を贈呈する。 

６月26日 戦争と平和関係図書コーナー開設 

７月２日 琉球団地移動図書館ステーション開設 

７月７日 那覇市立図書館条例施行規則一部改正（開館時間をつぎのとおりに変更）  

開館時間     火～金   午前10時～午後７時 

土・日   午前10時～午後５時 （月曜日 休館） 

７月11日 石嶺ビレッジ移動図書館ステーション開設 

７月15日 那覇市立図書館条例施行規則（一部改正）施行 

国場公民館移動図書館ステーション開設 

10月11日  那覇市立図書館条例一部改正 

那覇市立図書館から那覇市立中央図書館へ名称変更  

10月28日 図書寄贈運動を展開、市民、篤志家から寄贈を受ける。  

12月25日 図書館だより第１号を発刊 

  

1981年５月18日 

(昭56）       

 久茂地図書館開館（分館第１号） 

開館時間     火・水・金  正午～午後７時 

              土・日    正午～午後５時 （月・木曜日 休館） 

５月29日 第１回おはなし会開催 

９月28日 第１回なしと講座開催（ '80年代の新しい図書館像） 

講師・平湯文夫氏（長崎純心女子短大助教授） 

10月１日  第１回なしと映画会開催「映画の誕生」他 

10月８日 第１回オプタコン・アワー開始 

10月27日  第１回１日図書館長実施 １日館長・若尾典子氏 

10月28日 真地市営住宅移動図書館ステーション開設 

10月29日 西３丁目移動図書館ステーション開設 

久米１丁目     〃 

  

1982年５月22日 点字図書コーナー開設 

(昭57)10月29日 読書週間記念講演「情報化社会における図書館の役割」  

講師・志村尚夫氏（図書館情報大学助教授） 

  

1983年４月１日 県有地（1,703.90㎡）の賃貸借契約締結 

(昭58）６月１日  小禄南図書館開館（分館第２号） 

※開館時間については、久茂地図書館と同じ 

10月23日 若狭市営住宅移動図書館ステーション開設 

11月20日 田原自治会      〃 

  

1984年１月10日 

(昭59） 

那覇市立図書館各分館の開館時間をつぎのとおり変更  

開館時間    火・水・金  正午～午後６時 

             土・日    正午～午後５時  （月・木曜日 休館） 
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１月31日 木登り子供会移動図書館ステーション開設 

３月３日 首里図書館開館（分館第３号） 

３月25日 首里図書館開館記念講演「郷土芸能との出会いー玉城朝薫の人間像と組踊」 

講師・池宮正治氏（琉球大学教授）   

出演・宮城美能留歌舞団 

３月26日 「那覇市の図書館計画」（日本図書館協会委託）報告書答申  

４月１日   篠原英一館長就任（教育委員会総務課より） 

７月21日 石嶺ハイツ自治会移動図書館ステーション開設 

９月１日 視聴覚ライブラリー併設 

 1985年 4月１日   庶務、奉仕、ＢＭにそれぞれ主査を配置 

(昭60) 10月26日 曙県営住宅移動図書館ステーション開設 

10月31日 首里図書館へ琉球大学より1,000 冊寄贈を受ける。 

11月２日 大橋県営住宅移動図書館ステーション開設 

11月14日 コンピュータ導入検討会議を設置 

12月18日   第１回公共図書館職員交流会 

  

1986年５月24日 牧志児童公園移動図書館ステーション開設 

(昭61）７月26日 安岡県営住宅          〃 

８月７日 那覇市立図書館各分館の開館時間をつぎのとおり変更  

開館時間   火～金     正午～午後６時 

             土       正午～午後５時 

             日    午前10時～午後５時  （月曜日休館） 

11月22日 古波蔵第二県営住宅移動図書館ステーション開設  

  

1987年４月１日 

（昭62） 

中央図書館に係制を導入。総務係に係長・主査、奉仕第一係と奉仕第二係にそれぞ

れ係長を配置する。 

４月１日   久茂地・小禄南・首里図書館の主査を改め、それぞれ分館長を配置する。  

４月15日 久茂地図書館事務所を２階へ移転する。 

７月11日   公務員住宅首里第二移動図書館ステーション開設  

７月26日 三重城県営住宅      〃 

８月８日 上間県営住宅       〃 

８月23日   松川県営団地       〃 

  

1988年４月１日 総合目録（カード式）全館書名カードを中央図書館に設置  

(昭63)６月４日 小禄市営住宅移動図書館ステーション開設 

６月25日   那覇市立図書館資料除籍基準（内規）作成 

７月22日   図書館整理業務規程（内規）及び書名の取り扱い基準（内規）作成  

10月16日 石嶺３丁目移動図書館ステーション開設 

  

1989年１月６日 

 (昭64）      

  

  文化会館時代図書資料が中央図書館から小禄南図書館へ一時移管。  

    一般図書  8,648 冊 

    洋  書  7,624 冊 

    視聴覚資料 1,293 冊 

(平元)３月18日   第１回那覇市立図書館利用団体・文庫団体連絡会開催  

４月１日 天久匡館長就任（教育委員会文化課より） 

４月19日   若狭図書館（仮称）の建設計画に伴う地域住民のアンケート調査実施  

６月10日 大量寄贈図書（具志頭得助、石川正通、山城善三氏） 8,000 冊を整理 

７月21日 古波蔵自治会移動図書館ステーション開設 

７月28日   公務員宿舎首里第１    〃 

11月30日 平成元年度全国移動図書館研究集会（第17回那覇大会） 開催 

  

1990年１月11日 若狭図書館（仮称）に関するアンケート調査集計結果報告書発行  

 (平２)４月24日   儀間常博氏レーニン全集外1,452 冊寄贈 
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５月１日 那覇市立図書館各分館の開館時間をつぎのとおり変更  

開館時間  火～金 午前11時～午後６時 

土・日 午前11時～午後５時  （月曜日 休館） 

６月16日 赤嶺県営住宅移動図書館ステーション開設 

      ６月30日 末吉団地       〃 

     ７月６日   国場県営住宅     〃 

      ７月７日   壺川市営住宅     〃 

     ８月６日 川平朝申氏郷土資料大量寄贈  

     10月８日 那覇市立小・中学校図書館状況調査実施 

     10月26日 「那覇市立図書館資料収集方針」策定 

  

1991年３月９日 本部町立図書館協議会来館視察 

(平３）３月23日 古島若夏子供会移動図書館ステーション開設 

３月31日 中央図書館増築完成（86.02 ㎡） 

４月１日   伊元源治館長就任（小禄南公民館より） 

７月27日   石嶺がじまる広場移動図書館ステーション開設 

11月１日 若狭図書館設置条例制定される（供用開始は1992年（平４）６月３日） 

若狭図書館の準備要員が配置される。 

  

1992年３月19日 若狭図書館の建物が完成 

(平４)３月25日   那覇市立小・中学校図書館状況調査報告書発行 

３月31日 久茂地図書館10周年記念誌発行 

４月１日 那覇市立図書館各分館の開館時間をつぎのとおり変更  

    開館時間   火～金 午前11時～午後７時 

 土・日 午前11時～午後５時   （月曜日 休館） 

４月30日 中央図書館閲覧室拡張工事、パテーション設置（ 83㎡） 

５月７日 首里図書館コンピューター導入作業開始 

６月３日   若狭図書館開館（分館第４号） 

７月25日   わんぱく公園移動図書館ステーション開設 

  

1993年２月16日 首里図書館コンピューター導入作業完了 電算による貸出業務開始 

(平５)３月９日 首里・若狭図書館間のコンピューターネットワーク化完了  

４月１日 那覇市立図書館各分館のうち、小禄南図書館、首里図書館の開館時間をつぎのとお

り変更 

    開館時間   火～金 午前10時～午後７時 

             土・日 午前10時～午後５時   （月曜日 休館） 

※なお、この開館時間は、中央図書館と同じである。  

４月24日 汀良町市営住宅集会所前移動図書館ステーション開設  

５月１日 小禄南図書館コンピューター導入作業開始 

12月４日 移動図書館車新「青空号」設置 

  

1994年２月16日 小禄南図書館コンピューター導入作業完了  電算による貸出業務開始 

 (平６)４月15日 久茂地図書館コンピューター導入作業開始 

４月19日   移動図書館車「青空号」全国に先駆けて、ベストセラーコーナー設置  

11月20日   パレット久茂地前にて '９４ＢＭまつり開催 

  

1995年２月16日 久茂地図書館コンピューター導入作業完了 電算による貸出業務開始 

 (平７)４月１日   佐久本全館長就任（中央公民館より） 

  中央図書館・移動図書館コンピューター導入作業開始 

４月９日 識名自治公民館（むらやー）移動図書館ステーション開設  

６月１日 石嶺図書館（仮称）準備要員が配置される。 

  

1996年３月16日 中央図書館コンピューター導入作業完了 電算による貸出業務開始 
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(平８)４月２日 移動図書館コンピューター導入作業完了 電算による貸出業務開始 

６月１日 石嶺図書館開館（分館第５号） 

10月    移動図書館が開館２０周年を迎える 

  パソコン通信ＮＡＨＡあけもどろネットへ図書館情報提供開始  

  

1997年１月５日 久茂地図書館拡張工事のため休館 

(平９)３月１日 久茂地図書館新装オープン 

３月31日 移動図書館“青空号”２０年の軌跡発行 

  

1998年１月11日 首里図書館コンピューター入れ替え 

(平10)４月１日 若狭図書館コンピューター入れ替え 新刊全件マーク導入 

  

1999年４月１日 新垣敏光館長就任 

(平11)５月    那覇市立図書館インターネットホームページ開設  

８月21日 県営上間第二市街地住宅移動図書館ステーション開設  

  

2000年３月     

(平12) 

少子化対策臨時特例交付金により、児童コーナー整備（中央・久茂地）及び児童室

の増築（小禄南）を行う。 

6月 3日 美田県営団地子供図書館移動図書館ステーション開設  

10月25日 第８６回全国図書館大会が那覇市にて開催される。（～ 27日） 

12月 1日   市立図書館コンピュータシステムの入れ替えに伴い、全館において貸出制限び臨時

閉館を実施する。（～１月19日）及 

  

2001年１月19日 「那覇市立図書館インターネット端末利用規程」（内規）の作成  

(平13)１月20日 コンピュータシステムの入れ替え完了により、全館において図書館業務を開始。 

インターネットの端末利用の開始。 

  ブックディテクションシステムの導入（中央） 

３月１日 市立図書館業務の見直し・改善を実施する。（貸出冊数の制限を撤廃するほか）  

８月３日 樋川自治会移動図書館ステーション開設 

９月３日 沖縄県図書館総合目録システムが稼働する。 

（現参加団体は県立図、那覇市立図で検索データ量は合計 100万件） 

  

2002年３月20日 「那覇市立図書館資料リサイクル事業実施要綱」の策定  

 (平14)３月23日 松島自治会移動図書館ステーション開設 

４月26日 第１回那覇市立図書館資料リサイクル事業の実施  

７月21日 那覇市立図書館全館の開館時間を、当分の間午前 10時から午前９時に変更する。 

（平成14年７月17日 教育長決裁） 

10月/11月  那覇市立図書館おはなしボランティア養成講座開講する。  

  

2003年４月１日 

(平15) 

那覇市立図書館全館の開館時間をつぎのとおり変更  

                 （平成15年３月14日 教育長決裁） 

    開館時間  火～金 午前９時30分～午後７時 

              土  午前９時30分～午後６時 

              日  午前９時30分～午後５時（中央図書館のみ午後６時） 

      （月曜日 休館） 

    ※なお、夏季休業期間の開館時間は午前９時    

４月１日   入慶田本浩徳館長就任（市長部局より）   

６月４日   学校図書館資源共有型モデル地域事業に関する搬送システム開始（学校教育課と連携） 

７月27日   那覇市子育て支援ブックスタート事業開始（健康推進課、こども課、社会教育・ス

ポーツ課と連携） 

12月18日 「那覇市立図書館インターネット端末利用規程」（内規）を廃止し、「那覇市立図

書館インターネット端末利用要領」制定 
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2004年４月１日 宮良恵次館長就任（社会教育、スポーツ課より）  

(平16)５月19日 那覇市立図書館分館長連絡会および担当者研究会運営要綱作成  

５月21日 那覇市立図書館資料除籍基準（内規）改正 

７月４日   図書館資料整理業務規程改正 

９月24日   那覇市立図書館条例改正 

  

2005年２月５日 県営天久高層住宅移動図書館ステーション開設 

(平17) ３月11日 那覇市立図書館条例施行規則改正 

    ４月１日   繁多川図書館設置（分館第６号） 

    県内初、カウンター業務等一部業務委託 

    受託団体：特定非営利法人ゆいベール・エル（理事長  佐藤敦志） 

    委託期間：平成17年1月5日～平成20年3月31日 

※開館準備期間を含む 

４月２日 繁多川図書館開館 

４月30日 国場自治会移動図書館ステーション開設 

５月６日 エフエム那覇「ナハぶら！図書館だより」にて広報開始 

（毎週金曜日午前10時30分から10分） 

 ８月    図書館アンケート実施（2006年3月報告書作成） 

  

2006年１月    図書館ボランティア活動開始  

 (平18)２月３日 障害福祉センター移動図書館ステーション開設 

３月31日   小禄南図書館保管の琉米文化会館時代図書資料を県立図書館へ移管  

４月26日 「平成18年度子どもの読書活動優秀実践図書館文部科学大臣賞」受賞  

５月15日 緑化センター移動図書館ステーション開設 

12月１日 市立図書館コンピュータシステムの入れ替えに伴い、全館において臨時閉館を実施

する。（～１月15日繁多川図書館、～19日繁多川以外の図書館） 

  

2007年１月16日 繁多川図書館、コンピュータシステムの入れ替え完了により図書館業務を開始  

(平19)１月20日 コンピュータシステムの入れ替え完了により、全館において図書館業務を開始。 

  中央図書館レファレンスカウンター設置 

  利用者用インターネット端末増設（中央図書館２台）。  

２月１日 館内オーパック（図書検索機）での予約開始    

  住民基本台帳カードを図書館利用者カードとして利用可能になる  

３月31日 琉米文化会館時代図書資料を県立博物館へ移管 

４月１日 森田浩次館長就任（生涯学習課より） 

  インターネット予約開始、ホームページ一新。 

５月15日 移動図書館管理運営検討委員会設置（９月27日まで） 

11月15･ 16日 『全国公共図書館サービス部門研究集会』開催（パレット市民劇場）  

  

2008年３月26日 那覇市立図書館資料収集方針改正 

 (平20)３月28日 那覇市立図書館条例改正（主に移動図書館の廃止）  

移動図書館終了式（小禄市営住宅ステーションにて）  

  移動図書館事業の終了。「那覇市立視聴覚ライブラリー条例」の廃止。  

４月１日 久茂地、首里、繁多川図書館の定期休館日を、毎週金曜日に変更  

全館の館内整理日を第４木曜日から第３水曜日に変更  

  繁多川図書館 委託期間満了に伴う受託団体選定 

受託団体：特定非営利法人ゆいベール・エル（理事長  佐藤敦志） 

    委託期間：平成20年４月１日～平成23年３月31日 

４月23日 拡大読書器、再生録音機の寄贈を受ける。（日本テレビより）  

５月21日 代替配送開始。（移動図書館終了に伴う団体貸出）  

３月31日 中央図書館へ集密書架設置 

  

2009年12月９日   那覇市立図書館資料収集方針の一部改正 

－　8　－



 

（平21）  

2010年３月９日 「相互貸借の借受に関する規程」について変更   

(平22)４月１日 具志真孝館長就任（総合青少年課より） 

10月22日 「那覇市立図書館」運営の基本的な考え方について方針決定。  

  

2011年１月７日   崎間麗進氏より、郷土関係などの資料（約6,000冊）の寄贈を受ける。  

(平23)３月31日 久茂地図書館、施設の老朽化等のため休館 

４月１日   崎山喜代子館長就任（学校教育課より） 

  繁多川図書館 委託期間満了に伴う受託団体選定 

    受託団体：一般社団法人 沖縄県子どもの本研究会（代表者 平田恵美子） 

    委託期間：平成23年４月１日～平成26年３月31日 

７月８日   久茂地図書館廃止。 

同日付けで、久茂地図書館の機能移転により牧志駅前ほし ぞら図書館を、商業施

設・ホテル・公民館との複合施設として設置、開館。  

  

2012年１月29日 牧志駅前ほしぞら図書館開館記念事業『おはなしがいっぱい』開催  

 (平24)４月１日   石原実館長就任（中央公民館より） 

12月17日 特別整理期間及び市立図書館コンピュータシステムの入れ替えに伴い、全館休  館を

実施する。（～１月８日）※ホームページからの貸出延長が可能となる。  

  

2013年２月10日 「第２回おはなしがいっぱい」を牧志駅前ほしぞら公民館で開催  

 (平25)11月15日   「平成25年度沖縄県公共図書館連絡協議会第 3回研修会」(那覇・浦添開催)を 那覇

市民会館中ホールで開催 

12月15日 「第３回おはなしがいっぱい」を牧志駅前ほしぞら公民館で開催  

  

2014年４月１日 

 (平26) 

  石原昇館長就任（学校給食センターより） 

繁多川図書館 委託期間満了に伴う受託団体選定 

    受託団体：一般社団法人 沖縄県子どもの本研究会（代表者 山内淳子） 

    委託期間：平成26年４月１日～平成29年３月31日 

12月14日 「第４回おはなしがいっぱい」を牧志駅前ほしぞら公民館で開催  

  

2015年２月３日 国立国会図書館「デジタル化資料送信サービス」運用開始  

 (平27)４月23日 「那覇市立図書館」運営の基本的な考え方について改定  

12月13日 「第５回おはなしがいっぱい」を牧志駅前ほしぞら公民館で開催  

  

2016年４月１日 我那覇生男館長就任（市民スポーツ課より） 

(平28)12月10日 「第６回おはなしがいっぱい」を牧志駅前ほしぞら公民館で開催  

  

2017年４月１日 

(平29) 

繁多川図書館 委託期間満了に伴う受託団体選定 

受託団体：一般社団法人 沖縄県子どもの本研究会（代表者 山内淳子） 

    委託期間：平成29年４月１日～平成32年３月31日 

５月16日 視覚障害者情報総合ネットワーク（サピエ）へ中央図書館が入会。視覚障がい  者

等、本を読むことが困難な利用者に対し、サピエからデイジーデータをＣＤ  にダウン

ロードして、貸出・譲渡・閲覧することが可能となる  

12月10日 「第７回おはなしがいっぱい」を牧志駅前ほしぞら公民館で開催  

  

2018年４月１日 岸本修館長就任（文化財課より） 

(平30)12月９日 「第８回おはなしがいっぱい」を牧志駅前ほしぞら公民館で開催  

12月17日 特別整理期間及び図書館コンピュータシステムの入れ替えに伴い、全館休館を  実施

する。（～１月10日） 

  

2019年 １月１日 

 (平31)  

  図書館コンピュータシステムの入れ替えに伴い、那覇市行政ネットワークより独立

した独自ネットワークを整備  
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 若狭図書館にブックディテクションシステム設置  

３月18日 ホームページリニューアル 

４月１日 大城義智館長就任（市民スポーツ課より） 

   

(令元) ９月28日  

 

 「おもちゃ病院in那覇市立中央図書館」スタート 

   場所：那覇市立中央図書館 

   日時：毎月第４土曜日 午前10時から 

12月７日  「第９回おはなしがいっぱい」を牧志駅前ほしぞら公民館で開催 

  

2020年１月26日 中央図書館にデイジー図書視聴コーナーを設置 

(令２) ２月26日 「那覇市立図書館」運営の基本的な考え方  の改定 

３月２日 図書館サービス利用制限 

カウンターまでの入館（予約の受付・予約受取・返却）  

３月16日 図書館通常開館 

４月１日 繁多川図書館 委託期間満了に伴う受託団体選定 

受託団体：一般社団法人 沖縄県子どもの本研究会（代表者 平良京子） 

    委託期間：令和２年４月１日～令和５年３月31日 

４月８日 図書館サービス利用制限 

カウンターまでの入館（予約の受付・予約受取・返却）  

※4/7国の緊急事態宣言発出、3月末から県内感染者増加に伴い図書館利用制限 

４月13日 図書館臨時休館 

５月21日 図書館サービス再開（利用制限） 

カウンターまでの入館（予約の受付・予約受取・返却）  

※県の休業要請全面解除、学校再開に伴い制限付き図書館サービス再開）  

開館時間の短縮 午前9時30分～午後5時（全館）   

※職員の感染対策部署応援派遣により、通常の図書館運営が困難となったため 

５月25日 休館日週２日  月曜・木曜（中央・小禄南・若狭・石嶺） 

        火曜・金曜（牧志・首里）   

６月１日 図書館サービス利用制限 

  30分時間制限で館内入館可 

座席なし・インターネット不可・雑誌最新号不可・新聞閲覧可  

レファレンス所蔵検索のみ可  

※学校部活動やスポーツ施設の再開に伴い図書館サービス拡大  

６月13日 図書館サービス利用制限 

  60分時間制限で館内入館可 

  座席半分程度設置・インターネット可（30分1回のみ） 

新聞・雑誌最新号閲覧可 

レファレンス可（時間がかかるものは受付用紙に）  

※県内の感染状況が落ち着いてきたことに伴い図書館サービス拡大  

 繁多川図書館の開館時間短縮解除 

６月25日 中央図書館の木曜休館解除 

６月30日 首里図書館の火曜休館解除 

８月２日 図書館臨時休館 

すでに予約していた方のみ予約資料の貸出 

※7/31県の緊急事態宣言発出、7月下旬頃から県内感染者増加に伴う臨時休館 

８月30日 図書館サービス再開（利用制限） 

カウンターまでの入館（予約の受付・予約受取・返却）  

※県の警戒レベルが４から３に引き下げられたことに伴い図書館サービス再開  

小禄南図書館・若狭図書館の木曜休館・開館時間短縮解除 

牧志駅前ほしぞら図書館の火曜休館・開館時間短縮解除 

中央図書館・首里図書館の開館時間短縮解除 

９月９日 図書館サービス利用制限 

  30分時間制限で館内入館可 
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座席なし・インターネット不可・新聞閲覧可 

レファレンス所蔵検索のみ可  

※9/6県緊急事態宣言解除に伴い図書館サービス拡大 

９月12日 通常開館 

  滞在時間の制限なし 

座席半分程度設置 換気・アルコール消毒等を継続し通常開館    

９月17日 石嶺図書館の木曜休館解除 

９月19日 石嶺図書館の開館時間短縮解除 

12月24日 那覇市立図書館有料配送サービス開始 

  

2021年１月21日 図書除菌機を各館に1台設置 

 (令３)４月１日 髙里浩館長就任（市民スポーツ課より） 

５月26日 図書館臨時休館 

※5/21国の緊急事態宣言沖縄県適用 

７月12日 図書館サービス再開（利用制限） 

  カウンター前までの入館 

７月19日 図書館サービス利用制限 

  60分時間制限で館内入館可 

  座席半分程度設置、インターネット可（30分1回のみ）、AVブース利用不可 

  新聞・雑誌最新号閲覧可、レファレンス可（時間がかかるものは受付用紙に）  

７月26日 図書館サービス利用制限 

  カウンター前までの入館 

※沖縄県の新規感染者が拡大  

８月１日 図書館臨時休館 

   9/14～一部業務再開（カウンター前まで入館可） 

10月１日 図書館開館（図書館サービス利用制限） 

  60分時間制限で館内入館可 

  座席半分程度設置・インターネット可（30分1回のみ） 

  AVブース利用不可・新聞・雑誌最新号閲覧可 

レファレンス可（時間がかかるものは受付用紙に）  

※国の緊急事態宣言沖縄県適用解除に伴い図書館サービス拡大  

(令４) ３月３日  なはし電子図書館スタート 

３月26日  首里図書館機械室を閉架書庫に整備 

４月１日 島袋元治館長就任（学校教育課より） 

５月    「おもちゃ病院」 中央図書館から繁多川図書館に開院場所を変更 

   日時：毎月第３土曜日 午前10時から午後３時 
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２ 運営の概要 

 

（１） 奉仕内容 

ア 資料の提供 

一般書、児童書、郷土資料、行政資料、雑誌、視聴覚資料等を収集し、館外貸出及び館内閲覧による

資料提供を行う。また、他市町村図書館等との相互貸借による資料提供を行う。 

配本車で各図書館、ブックポスト設置所を巡回し、どの図書館でも貸出（取り寄せ）、返却すること

ができる。 

イ リクエスト（予約）サービス 

求める資料が館内で得られない時は、その本のリクエスト（予約）を受け付ける。また、インターネ

ット・館内検索機からも予約を受け付ける。 

ウ 児童サービス 

各館に児童コーナー及びＹＡ（ヤングアダルト）コーナーを設置し、各種児童書やＹＡ図書を配架す

る他、おはなし会の定期的な開催や、ＹＡ世代を対象とした取り組みを行う。また、子ども連れの方も

気軽に図書館を利用できるよう「赤ちゃんタイム」の取り組みを行う。 

エ インターネット利用サービス 

各館にパソコンを設置し、市民がインターネットを利用することができる。 

オ レファレンス（参考調査）サービス 

市民の調査研究支援のため、求める資料の検索・紹介及び相談業務を行う。 

カ 電子図書館サービス 

電子書籍の貸出しや地域資料の電子化を進める。 

キ 講演会・講座等の実施 

時事に関する情報発信や各種講演会、講座等を開催する。 

ク 団体貸出サービス 

保育所（園）、児童クラブ等へ団体貸出を行う。 

ケ 高齢者や身体の不自由な方のためのサービス 

拡大読書機を設置（中央図書館）、大活字本の収集に努め、高齢者や視覚障がい者等の利用促進を図る。障

がいなどで来館が困難な方の自宅へ無料配本のサービスを行う。 

コ 有料配送サービス 

上記「ケ」以外の方に対しても希望があれば有料で配本のサービスを行う。 

サ 視聴覚機器、教材の貸出（那覇市立中央図書館） 

社会教育団体や、幼稚園、小中学校、児童館、保育所(園)等へ、視聴覚機器、教材の貸出を行う。  
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（２） 利用案内（2021年度） 

   【開館時間】  

〇開館：午前９時３０分  

〇閉館： （平 日）午後７時                                

   （土曜日）午後６時 

 （日曜日）午後５時  ※中央図書館・繁多川図書館は午後６時閉館 

  【休館日】  
〇定例休館 （毎週月曜日）中央図書館、小禄南図書館、若狭図書館、石嶺図書館 

 （毎週金曜日）牧志駅前ほしぞら図書館、首里図書館、繁多川図書館 

〇館内整理のための休館（毎月第３水曜日） 

〇国民の祝日（文化の日を除く） 

〇慰霊の日（6/23） 

〇年末年始（12/28～1/4） 

〇蔵書点検のための特別整理期間（年間 15日以内） 

  【貸 出】 

〇那覇市に在住・在勤・在学されている方を対象とする。 

〇貸出期間は２週間（ＡＶ資料は１週間）※延滞本がある場合は制限有り 

〇貸出冊数は貸出期間内に利用できる数(ＡＶ資料は２点以内) 、雑誌の最新号は館内での閲覧のみ。 

電子図書館の貸出冊数は3冊以内 

 

【返 却】 

〇那覇市立図書館全館、ブックポストで返却可能｡ 

〇ＣＤ・ＤＶＤなど破損しやすい資料は、図書館カウンターで直接返却｡ 

〇ブックポスト（返却本回収用ポスト） 

各図書館入口、市役所本庁南側入口、首里・真和志・小禄（※）支所、なは市民協働プラザ、那覇市立病

院に設置  ※現在小禄支所は、新庁舎建替による仮庁舎移転のため未設置 

 

 

 

図書館サービス網 概略図 

◎配本車（週3回、各図書館やブックポスト設置所を巡回）･･･返却本の回収・配送、リクエスト本を各館に配送している 

◎コンピュータネットワーク網･･･サーバーによる集中管理方式で各館を結ぶ。 
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（３）那覇市立図書館概要（令和３年度実績）   2022年3月31日現在 奉仕人口 317,191人 

 中央 

図書館 

牧志駅前ほし 

ぞら図書館 

小禄南 

図書館 

首里 

図書館 

若狭 

図書館 

石嶺 

図書館 

繁多川 

図書館 
合計 

開館年月日 
1975年 

8月1日 

2011年 

7月8日 

1983年 

6月1日 

1984年 

3月3日 

1992年 

6月3日 

1996年 

6月1日 

2005年 

4月1日 
― 

所在地 寄宮1-2-15 安里2-1-1  

3F 

高良2-7-1 首里当蔵町 

2-8-2 

若狭2-12-1 首里石嶺

町2-70-9 

繁多川4-1 

-38 
― 

電話番号 917-3449 917-3450 917-3451 917-3452 917-3453 917-3454 917-3455 ― 

図書館床面積(㎡) 1,078.28 773.17 719.66 525.09 602.99 485.21 739.50 4,923.91 

職員数（うち司書数） 15（9） 8（6） 7（6） 7（5） 7（5） 7（6） 1（0）兼務 51（37） 

蔵書冊数    ※一般図書に郷土資料・行政・一般点字・その他、児童図書に児童点字、AV資料にデイジー図書を含む 

 一般図書 123,515 69,237 52,257 49,935 40,526 41,477 41,186 418,133冊 

児童図書 51,568 38,068 31,625 33,217 30,053 29,286 22,493 236,310冊 

ＡＶ資料 1,175 0 1,956 0 4,309 3,124 4,021 14,585点 

合計 176,258 107,305 85,838 83,152 74,888 73,887 67,700 669,028冊 

雑 誌 5,834 6,243 6,295 4,927 4,364 4,472 4,816 36,951冊 

受入冊数    ※一般図書に郷土資料・行政・一般点字・その他、児童図書に児童点字、AV資料にデイジー図書を含む 

 一般図書 2,154 1,508 1,740 1,448 1,111 1,330 1,625 10,916冊 

児童図書 673 792 1,324 619 587 801 753 5,549冊 

ＡＶ資料 69 0 58 0 94 77 90 388点 

合計 2,896 2,300 3,122 2,067 1,792 2,208 2,468 16,853冊 

雑 誌 783 785 737 798 629 809 648 5,189冊 

貸出冊数    ※一般図書に郷土資料・行政・一般点字・その他、児童図書に児童点字、AV資料にデイジー図書を含む 

 一般図書 69,267 69,902 62,675 42,190 29,206 44,014 34,590 351,844冊 

児童図書 39,902 59,564 78,999 34,312 17,164 45,802 31,036 306,779冊 

ＡＶ資料 1,669 810 3,768 552 3,988 5,807 3,397 19,991点 

雑  誌 7,922 8,221 10,422 4,598 5,030 6,378 4,944 47,515冊 

合 計 118,760 138,497 155,864 81,652 55,388 102,001 73,967 726,129冊 

一日平均貸出冊数 645 753 847 467 351 554 413 4,030冊 

開館日数 184 184 184 175 158 184 177 - 

有効登録者数 3,033 2,616 2,335 2,079 1,331 1,830 1,119 14,343人 

資料費（決算額） - - - - - - - 29,441千円 

開館時間 

開館時間‥‥午前9時30分   閉館時間‥‥平 日は午後7時、 

土曜日は午後6時、 

日曜日は午後5時（中央・繁多川は午後6時） 

休館日 

【毎週 月曜日休館】 中央図書館、小禄南図書館、若狭図書館、石嶺図書館 

※祝日が月曜日の場合、翌日火曜日も休館  

【毎週 金曜日休館】 牧志駅前ほしぞら図書館、首里図書館、繁多川図書館 

※祝日が金曜日の場合、前日木曜日も休館   

【毎月第3水曜日（8月を除く）館内整理日】 

【国民の祝日に関する法律で定められる休日（文化の日は除く）】 

【年末及び年始休館（12月28日～1月4日）】【慰霊の日（6月23日）】 

【特別整理期間（年間15日以内）】 

そのほか台風や施設修繕等で館長が特に必要と認めるときは臨時に開館し休館することができる 
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（４）図書館サービス指標（令和3年度実績）         
 

図書館施設 

 

本（中央）館1館、分館6館 

奉仕人口（2022年3月31日現在の那覇市の人口） 

 

317,191人 

蔵書冊数 

 

669,028冊 

市民一人あたりの蔵書冊数 

（蔵書冊数/人口） 

2.11冊 

一年間の貸出冊数 

 

726,129冊 

市民一人あたりの貸出冊数（貸出冊数/人口） 

 

2.29冊 

図書資料費（2021年度予算額） 

 

29,455千円 

市民一人あたりの図書資料費 

（図書資料費/人口） 

92.86円 

2021年度増加図書冊数（雑誌を除く） 

 

16,853冊 

市民100人あたりの年間増加冊数 

（2021年度増加図書冊数/人口×100） 

5.31冊 

蔵書に占める新規図書比（雑誌を除く） 

（2021増加図書冊数/蔵書冊数） 

2.52％ 

蔵書図書の児童書比率      35.32％ 

貸出図書の児童書比率      42.25％ 

年間受入雑誌タイトル数 

 

313誌 

有効登録者数 

（未更新者を除く2021年度登録人数） 

14,343人 

登録率（登録者/人口） 

 

4.52％ 

登録者一人あたりの年間貸出冊数 

（貸出冊数/登録者数） 

50.63冊 

リクエスト・予約件数 

 

148,659件 

レファレンス件数～調査件数～ 

 

589件 

相互貸借冊数 

図書館が利用者の求め

に応じて、自館に所蔵し

ていない資料を他の図書

館から借用して、その利

用者に貸し出す方法。 
 

貸出  551冊 

借入  249冊  

計   800冊 

  
 

  貸出 借入 合計 

県立図書館（本館） （ 1館） 54 36 90 

市立図書館（本島内） （ 8館） 268 117 385 

市立図書館（離島） （ 2館） 42 5 47 

町村立図書館 （15館） 174 40 214 

県内大学図書館 （ 4館） 2 23 25 

県外 （27館） 11 27 38 

その他 （ 1館） 0 1 1 

合計 （58館） 551 249 800 
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３ 施設状況・配置図 

（１） 中央図書館      

① 位置図   那覇市寄宮１丁目２番１５号 

 TEL（098）917-3449  FAX（098）835-2158 

 URL https://www.city.naha.okinawa.jp/lib/ 

 

バス停で停留するバス路線（2022年 9月現在） 

    〇与儀十字路（公園側） 5（牧志識名線）9（大嶺経由・宇栄原経由）17・30（泡瀬東線） 

31（泡瀬西線）他 ※トランジットモール実施時は路線変更あり 

    〇与儀十字路（警察署前） 30（泡瀬東線）34（東風平線）37～39・45・50・51・54他 

    〇赤十字病院前 2（識名開南線）4（新川おもろまち線）14（繁多川開南線）35・40・235他  

② 平面図（１階） 
 

敷地面積 1,703.90㎡ 

建物面積 1,078.29㎡ 

座 席 数      40席 

図書室   441.82㎡ 

事務室   108.00㎡ 

書 庫   121.35㎡ 

視聴覚室  221.09㎡ 

その他   186.03㎡ 

（ロビー、トイレ等） 

 

 

開南方向 

安里方向 

神原交差点 与儀交差点 

開南方向 

ひめゆり通り 

与儀公園 

神原 

小学校 

● 

神原 

中学校 

● 

那覇市中央消防署 

神原分署 

● 

かねひで 

与儀公園前店 

● 

旧 

県立図書館 

2F中央公民館 

1F中央図書館 

 
● 〒 那覇東郵便局 

旧 

那覇市民会館 

● 

那覇警察署 

沖縄 

赤十字病院 ● 

那覇市 

保健所 ● 

沖縄県立看護大学    

附属図書館  ● 

与儀十字路バス停 

赤十字病院前バス停 
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（２） 牧志駅前ほしぞら図書館      

①位置図     那覇市安里２丁目１番１号 

TEL（098）917-3450   FAX（098）866-9243 

 

バス停で停留するバス路線（2022年 9月現在） ※トランジットモール実施時は路線変更あり 

〇安里（崇元寺通り） 

4（新川おもろまち線）10（牧志新都心線）101・20（名護西線）23・4（那覇大謝名線）31（泡瀬西線）他   

〇安里（国際通り） 

1（安里牧志線）4（新川おもろまち線）5（識名牧志線）9（大嶺経由）10（牧志新都心線）14（繁多川開南線）他 

〇牧志公園前 

30（泡瀬東線）他 ※トランジットモール実施時のみ 4（新川おもろまち線）14（繁多川開南線）他 

〇牧志駅前 

30（泡瀬東線）   

※トランジットモール実施時のみ 5（識名牧志線）25（普天間空港線）9（大嶺経由・宇栄原経由）15（寒川線）・97・125 
   

 

敷地面積 5,783.66㎡ 座席数 56席 図書室 620.91㎡ 集密書架 48.02㎡ 

建物面積  773.17㎡ 

 

事務室  74.03㎡ 作業室   30.21㎡ 
 

②平面図（３階） 

大道大通り 

ひめゆり通り 

● 

栄町りうぼう 

安里十字路 

国際通り 

●沖縄 PCR検査ｾﾝﾀｰ安里店 

壺屋小学校 ● 

ファミリーマート 

壺屋一丁目店 ● 

↑泊方面 

首里方面 → 

← 久茂地 

さいおんスクエア 

（３Ｆ） 
 

牧志駅前ほしぞら 

図書館 

公民館 
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（３） 小禄南図書館      

①位置図     那覇市高良２丁目７番１号 

TEL（098）917-3451   FAX（098）857-2986 

 

バス停で停留するバス路線（2022年 9月現在）  

  〇高良 9（大名経由）17 ※9・17は具志営業所行のみ停車  32・43・56・87・89・256  

  〇高良市場前 9（大名経由）17 
  

②平面図（２階） 

敷地面積 5,778.09㎡ 座席数   48席 事務室  75.24㎡ 集会室 30.60㎡ 

建物面積  719.66㎡ 図書室 446.23㎡ 書 庫   30.60㎡ その他 136.99㎡  

（ホール・トイレ等） 
 

 

 

 

  

赤嶺駅 小禄駅 

小禄中学校 ● 

● ＪＡ高良支店 

● 高良小学校 

宇栄原公園 

高前原公園 

高良市場前バス停 高良バス停 

● ローソン 
那覇高良二丁目店 

高良交番 ● 

高良大通り 

名嘉地方面 

小禄南図書館２F 

小禄南公民館１F 

地下駐車場側入口 

正面入口 

小
禄
バ
イ
パ
ス 

豊見城方面 
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（４） 首里図書館      

①位置図      那覇市首里当蔵町２丁目８番地２ 
TEL（098）917-3452   FAX（098）885-9247 

 

バス停で停留するバス路線（2022年 9月現在） 

    〇首里公民館前 1（首里牧志線）・7・8・14（繁多川開南線）17・346    

② 平面図（２階） 
 

敷地面積 3,710.67㎡ 

建物面積   525.09㎡ 

座 席 数      44席 

図 書 室  415.33㎡ 

事 務 室    56.36㎡ 

閉架書庫    32.50㎡ 

そ の 他（トイレ等） 

20.90㎡     

 

 

 

閉架書庫 

除菌機 

儀保十字路方面 

モノレール 
首里中学校

● 

 

首里駅 

龍潭通り 

鳥堀十字路 

一日橋方面 

  ● 

沖縄県立 

芸術大学 

儀保十字路方面 

● 

首里高校 

セブンイレブン 

 

    ● 

首里公民館前バス停 
龍潭池 

● 

首里当蔵 

郵便局 

首里図書館 ２F 

首里公民館 １F 

首里山川 

郵便局 

● 
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（５） 若狭図書館      

①位置図     那覇市若狭２丁目１２番１号 

TEL（098）917-3453   FAX（098）860-1246 

 

バス停で停留するバス路線（2022年 9月現在）  

    〇若狭 3（松川新都心線）  

    〇久米孔子廟
く め こ う し び ょ う

前 2（識名開南線）3（松川新都心線）5（識名牧志線）15（寒川線） 

  

②平面図（１階） 

 

敷地面積 988.07㎡ 座席数   37席 事務室   78.31㎡ 

建物面積 602.99㎡ 図書室 325.56㎡ その他（エントランスホール・トイレ等） 

199.12㎡ 
 

消化 

ポン

プ室 

料理・手

芸・雑誌

おはなし会は

こちらで実施

しています 

若狭大通り 

若狭中通り 

福州園 ● 

松山公園 

● 那覇商業高校 

松山交差点 

若狭公園 

● 

琉球銀行若狭支店 

● 

那覇中学校 

泊ふ頭方面 

ﾛｰｿﾝ  

● 

那覇西道路 

久米孔子廟前バス停 ● 

久米郵便局 

若狭バス停 

若狭公民館２F 

若狭図書館１F 

若狭海浜公園 

若狭小学校 

  ● 
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（６） 石嶺図書館      

①位置図      那覇市首里石嶺町２丁目７０番地９ 
TEL（098）917-3454   FAX（098）885-9625 

 

バス停で停留するバス路線（2022年 9月現在）  

    〇自治会事務所前 7・8・13・16    

② 平面図（１階） 
 

敷地面積 2,945.38㎡ 

建物面積   485.21㎡ 

座 席 数      62席 

図 書 室  391.42㎡ 

事 務 室    52.25㎡ 

書  庫（作業室含む） 

          41.54㎡ 
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（７） 繁多川図書館      

①位置図     那覇市繁多川４丁目１番３８号 

TEL（098）917-3455   FAX（098）853-6010 

 

バス停で停留するバス路線（2022年 9月現在）  

  〇繁多川 5（識名牧志線）14（繁多川開南線） 

  〇識名園前 2（識名開南線） 3（松川新都心線）4（新川おもろまち線）5（識名牧志線）14（繁多川開南線） 
  

②平面図（１階） 

 

敷地面積 1,632.00㎡ 座席数   36席 事務室 54.60㎡ 図書室（ロビー、トイレ等） 

 339.40㎡ 
建物面積  739.50㎡ 図書室 318.00㎡ 書 庫 27.50㎡ 

 

繁多川中央通り 

● 

石田中学校 

● 識名園 

那覇市民体育館 ● 

サンエー食品館繁多川店 

● 識名宮 

識名小学校 

● 

タウンプラザかねひで

繁多川市場 

● 
● ローソン 

首里鳥堀方面 

上間交差点 

繁多川公民館２F 

繁多川図書館１F 

● 真和志郵便局 
繁多川 

バス停 

識名園前 

バス停 
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Ｃ.中央図書館         那覇市寄宮 1丁目 2番 15号   

TEL(098)917-3449 FAX(098)835-2158 
 

Ｍ.牧志駅前ほしぞら図書館   那覇市安里 2丁目 1番 1号  

TEL(098)917-3450 FAX(098)866-9243 
 

Ｏ.小禄南図書館        那覇市高良 2丁目 7番 1号  

TEL(098)917-3451 FAX(098)857-2986 
 

Ｓ.首里図書館         那覇市首里当蔵町 2丁目 8番地 2 

TEL(098)917-3452 FAX(098)885-9247 
 

Ｗ.若狭図書館         那覇市若狭 2丁目 12番 1号  

TEL(098)917-3453 FAX(098)860-1246 
 

Ｉ.石嶺図書館         那覇市首里石嶺町 2丁目 70番地 9  

TEL(098)917-3454 FAX(098)885-9625 
 

Ｈ.繁多川図書館        那覇市繁多川 4丁目 1番 38号  

TEL(098)917-3455 FAX(098)853-6010 
 

I.石嶺駅 
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４ 組 織 （2022年4月1日現在）

 

那覇市立図書館

那覇市立図書館協議会

中央図書館

牧志駅前ほしぞら図書館

小禄南図書館

首里図書館

若狭図書館

石嶺図書館

繁多川図書館

人材育成支援センター

まーいまーいNaha図書室

会長 1人  委員 5人 

那

覇

市

教

育

委

員

会 

職員数 

種類 人数 
うち司書・

司書補数 

本務職員 24人 10人 

再任用職員 3人 - 

専任会計年度任用職員 25人 25人 

カウンター要員会計年度任用職員 21人 9人 

総務課採用会計年度任用職員 2人 2人 

委託職員 12人 8人 

 

【勤務時間】 

再任用職員(首里)・・・・週 5日（38時間 45分） 

再任用職員(牧志）・・・・週 4日（31時間） 

代替会計年度任用職員・・週 5日（35時間） 

専任会計年度任用職員・・週 4日（30時間） 

カウンター要員会計年度任用職員 

・・週１日勤務（土日） 

 

※中央図書館主幹が繁多川図書館分館長を兼務 

中央図書館長 

本務職員 

再任用職員 

専任会計年度任用職員 

カウンター要員会計年度任用職員 

1人 

9人 

1人 

5人 

3人 

本務職員 

再任用職員  

専任会計年度任用職員 

カウンター要員会計年度任用職員 

総務課採用会計年度任用職員 
 

3人 

1人 

4人 

4人 

1人 

本務職員 

専任会計年度任用職員 

カウンター要員会計年度任用職員 

総務課採用会計年度任用職員 

 

3人 

4人 

4人 

1人 

本務職員 

再任用職員  

専任会計年度任用職員 

カウンター要員会計年度任用職員 

 

 

2人 

1 人

4 人

3人 

 

本務職員 

専任会計年度任用職員 

カウンター要員会計年度任用職員 

3人 

4人 

3人 

 

本務職員 

専任会計年度任用職員 

カウンター要員会計年度任用職員 

 

 

3人 

4人 

3人 

本務職員        ※1人 

委託職員        12人 

（カウンター要員 3人含む） 
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５ 事務分掌  

図書館 

１ 図書館奉仕に関すること 

２ レファレンス及び読書相談に関すること 

３ 図書館資料の購入計画、選書、登録、除籍等に関すること 

４ 図書館資料の保存に関すること  

５ 障がい者のための資料の収集及び宅配サービスに関すること 

６ 寄贈図書の受け入れに関すること 

７ 読書会、おはなし会その他の読書推進事業の主催及びその関係団体の支援に関すること 

８ 他の公共図書館、学校図書館等との図書館資料の相互貸借に関すること 

９ 学校、社会教育関係団体等への視聴覚教材等の貸出しに関すること(中央図書館に限る) 

１０ 図書館コンピュータシステムの運営管理に関すること(中央図書館に限る) 

１１ 統計及び広報に関すること 

１２ 図書館運営の調査研究及び企画に関すること(中央図書館に限る) 

１３ 図書館関連要綱等の内規の制定に関すること(中央図書館に限る) 

１４ 図書館業務の総括に関すること(中央図書館に限る) 

１５ 図書館運営における市民との協働に関すること 

１６ 所管する複合施設の維持管理に関すること(中央図書館、若狭図書館及び繁多川図書館に限る) 

１７ その他図書館の設置目的を達成するために必要な事業に関すること   
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６ 那覇市立図書館協議会 
 

那覇市立図書館協議会は、那覇市立図書館条例（昭和 50年７月 11日）により設置され、図書館の運営

に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕について館長に対し意見を述べる機関であ

る。 

 

（１）那覇市立図書館協議会委員    
 

（任期：2022年 6月 3日～ 2023年 8月 15日） 

氏   名 所 属・役 職 名 種別 

◎平 井  りい子 沖縄女子短期大学児童教育学科 特別任用教授 学識経験者 

〇呉 屋  美奈子 沖縄国際大学総合文化学部 非常勤講師 学識経験者 

徳 門  敦 子 真和志小学校 校長 学校教育関係者 

野 里   純 開南小学校 司書 学校教育関係者 

浦 崎  直 己 那覇市社会福祉協議会地域福祉課 主任 社会教育関係者 

又 吉  綾 子 読み聞かせサークル ぶくぶく 代表 家庭教育関係者 

◎会長 ○副会長 

 

（任期：2021年 8月 16日～ 2022年 6月２日） 

氏   名 所 属・役 職 名 種別 

◎吉 田 肇 吾 沖縄国際大学総合文化学部 講師 学識経験者 

○廣 瀬 真喜子 沖縄女子短期大学児童教育学科 教授 学識経験者 

呉 屋 美奈子 沖縄国際大学総合文化学部 非常勤講師 学識経験者 

野 原  洋 子 安謝小学校 校長  学校教育関係者 

野 里   純 開南小学校 司書 学校教育関係者 

又 吉  綾 子 読み聞かせサークル ぶくぶく 代表 家庭教育関係者 

◎会長 ○副会長 

 

（２）那覇市立図書館協議会開催状況 ～2021年度～ 

2021年度は、新型コロナウィルス感染症感染拡大により第 1回那覇市立図書館協議会書面開催 
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７ 「那覇市立図書館」運営の基本的な考え方 

               2010年 10月 22日 那覇市立中央図書館長決裁 

改定 2015年４月 23日 那覇市立中央図書館長決裁 

改定 2016年３月 24日 那覇市立中央図書館長決裁 

改定 2018年２月 27日 那覇市立中央図書館長決裁 

改定 2020年２月 29日 那覇市立中央図書館長決裁 

Ⅰ 那覇市立図書館運営の理念 

 

 「市民への質の高い情報提供をめざして」「次代を担う子どもの生きる力を育む」 

図書館は図書及びその他の資料を収集し、整理・保管して市民生活に必要な情報を提供する施設であり、

市民の教養、調査研究活動等を援助し、教育と文化の振興の役割を担っています。また、これからの図書館

運営は、地域住民・利用者のニーズ及び社会環境の変化に対応した、質の高いサービスが求められています。 

第 5次那覇市総合計画（2018年度から 2027年度）では、図書館運営に関連して、「生涯学習を推進し、地

域の教育力を向上させるまちづくり」の政策実現に向けて、施策「どこでも誰でも生涯学習ができるまちを

つくる」が掲げられています。そこで、本市立図書館運営理念として「市民への質の高い情報提供をめざし

て」と「次代を担う子どもの生きる力を育む」の 2つを設定し、この理念実現のため、4つの重点項目を掲

げ、8つの課題、11の施策を編成しました（別紙 1参照） 

 

Ⅱ 本市立図書館運営の施策の体系 

4 つの重点項目と 8 つの課題、11 の施策、9 つの事務事業を定め、更に施策に対して「指標」と「めざそ

う値」を設定しています（別紙 2 参照）。めざそう値の達成状況等について、点検評価を実施することによ

り、事業の改善・見直しを図り、本市立図書館運営の理念を実現していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理念：「市民への質の高い情報提供をめざして・次代を担う子どもの生きる力を育む」

重点項目 ４本柱

課題 ８本

施策 １１本

事務事業 ９事業

指標 ９指標

施策の体系図 
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Ⅲ 本市立図書館運営の施策に係る進捗管理 

１ 点検評価 

本市立図書館運営の施策に係る進捗管理として、9つの「めざそう値」の達成度等を点検評価基準（別紙 3

参照）に基づき、「施策（事務事業）の進捗管理チェックシート」（別紙 4-(1)(2)参照）を活用して、「めざ

そう（目標）値」の達成度や評価の観点ごとの点数・コメント及び総合評価点数等を踏まえて、点検評価し

ます。 

２ 進捗管理の手法 

本市立図書館運営の施策に係る進捗管理の手法については、下記のＰＤＣＡサイクルを活用して実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ＰＤＣＡサイクル 

公表 

  
  

  

  

  

 

 

（館長の諮問機関） 

  

  

・事業の改善 

ＤＯ（実行） 

施策の推進 

 ＰＬＡＮ（計画） 

施策の体系 

 ＡＣＴＩＯＮ（改善） 

施策の見直し 

市民 

 ＣＨＥＣＫ（点検）  施策の評価 

・「施策の進捗管理チェックシート」 

の作成・活用 

・各種アンケート等の実施及び活用 

那覇市立図書館協議会 

学識経験者 

社会教育関係者 

学校教育関係者 

家庭教育の向上に資する活動を行う者 

計 6名 

【 外部評価 】 
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３ 実施結果の公表 

本市立図書館運営の施策に係る進捗管理の点検評価の実施結果については、市政情報センターにおいて閲

覧に供するほか、図書館ホームページ・館報を通して公表します。 

４ 進捗管理の期間 

本市立図書館運営の施策に係る進捗管理の期間は、2020 年度から 2024 年度までの５年間とします。ただ

し、めざそう値については、必要に応じて見直すこともあります。 

 

 

Ⅳ 本市立図書館運営の施策に係る進捗管理の組織体制 

１ 那覇市立図書館協議会 

本市立図書館協議会は、那覇市立図書館条例により設置され、学識経験者、学校教育関係者・社会教育関

係者・家庭教育の向上に資する活動を行う者で構成されています。 

図書館運営に関し館長の諮問に応じるとともに、図書館の行う図書館奉仕について、館長に対し意見を述

べることができる機関であり、本市立図書館協議会を本市立図書館運営の施策に係る進捗管理にあたる外部

機関として位置づけます。 

２ 事務局（那覇市立中央図書館） 

本市立図書館運営の施策に係る進捗管理作業の事務の統括を行う。 

 

 

Ⅴ 本市立図書館運営の施策に係る進捗管理の実施時期 

本市立図書館運営の施策に係る進捗管理の対象である指標ごとの「めざそう値」等の点検・評価は、事業実

績が明らかになる翌年度に行います。 
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〇図書館のあるべき姿と課題及び今後の施策             別紙１ 

本市の図書館運営の理念実現に向けて、重点項目ごとにこれまで取り組んできた事業の課題及

び、今後の有効な施策を次のとおり示します。なお、事務事業については予算措置が必要ない事

業も含めて提示しました。 

 

【 重点施策の体系 】 

 

 

理念 重点項目 課　　題 施　　策 事務事業 指　　標

①.来館者数 （来館率）

　 ※1人当たりの年間来館数

②.ﾚﾌｧﾚﾝｽ(調査相談) 件数

Ⅰ-2

　青少年に対す

　るサービスの

　充実

Ⅰ-2-(1)

　中学生・高校生の

　読書活動の充実

2.中学生・高校生の読

  書活動の推進
③.中学生・高校生向けの

　 企画実施件数

④.デイジー図書貸出数

⑤.大活字本貸出数

⑥.朗読CD貸出数

Ⅰ-4

　郷土資料の充

　実

Ⅰ-4-(1)

　郷土資料の充実

Ⅱ-1-(1)

　図書館職員研修の

　充実

4.図書館職員研修の実

  施及び各種研修への

  参加

⑦.研修会への参加人数

          （参加件数）

Ⅱ-1-(2)

　図書館職員体制の

　充実

5.図書館職員体制強化

  の推進
⑧.職員の司書有資格者数

Ⅲ-1

　図書館コンピ

　ュータシステ

　ムの整備

Ⅲ-1-(1)

　図書館コンピュー

　タシステムの整備

6.図書館コンピュータ

  システム整備事業

    （2023年度以降）

Ⅲ-2

　図書館の施

　設整備

Ⅲ-2-(1)

　図書館の改修及び

　老朽化への対策

Ⅳ-1-(1)

　市立小・中学校と

　の連携

7.学校図書館との連携

  強化

Ⅳ-1-(2)

　職場体験等(小中

　高)の受入

8.職場体験等(小中高)

  の受入の推進

⑨.職場体験等(小中高)の

   受入件数

Ⅳ-1-(3)

　図書館関係団体(

　ボランティア団体

　等)との協働によ

　る取り組み強化

9.おはなしボランティ

  ア団体によるおはな

  し会・交流会の開催

市

民
へ

の

質

の

高

い
情

報

提

供

を
め

ざ

し

て

・

次
代

を

担

う

子
ど

も

の

生

き

る
力

を

育

む

Ⅰ

　利用者

　サービ

　ス等

Ⅰ-1

　利用者サー

　ビスの充実

Ⅰ-1-(1)

　資料・情報提供

　サービスの充実

1.資料・情報提供サー

　ビスの推進

Ⅰ-3

　障がい者サー

　ビスの充実

Ⅰ-3-(1)

　障がい者サービス

　用資料の充実

3.障がい者サービス用

  資料の貸出の推進

Ⅱ

　図書館

　運営体

　制

Ⅱ-1

　多種多様な市

　民ニーズに対

　応できる人材

　の採用・育成

Ⅲ

　図書館

　の機能

　強化及

　び施設

　整備

Ⅳ

　読書推

　進のた

　めの学

　習機会

　の提供

Ⅳ-1

　読書推進のた

　めの学習機会

　の充実
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指標・めざそう値一覧表                      別紙２ 

 

 

点検評価について                         別紙３ 

１ 評価基準 

評価については、達成度、今後の方向性の2つの視点から次表のとおり点数を付します。 

点数 達成度 今後の方向性 

5 実績値が目標値に達した 
総合的な観点から今後事業を拡大充実すべきで

ある 

4 
実績値が目標値に達していないが、前年度実績を上回

った 

総合的な観点から今後事業を現状で継続すべき

である 

3 
実績値が目標値に達していないが、前年度実績とほぼ

同水準である 
総合的な観点から今後事業を改善すべきである 

2 

実績値が目標値に達しておらず、かつ前年度実績も下

回ったが、やむを得ない事情若しくは図書館の努力、

創意工夫は認められる 

総合的な観点から今後事業を縮小すべきである 

1 
実績値が目標値に達しておらず、前年度実績も大きく

下回った 
総合的な観点から今後事業を廃止すべきである 

 

２ 総合評価基準 

総合評価については、達成度、今後の方向性の合計点数により次表のとおり評価がなされます。 

評価 達成度、今後の方向性の合計点数の範囲 

Ａ ９点～１０点 

Ｂ ７点～ ８点 

Ｃ ５点～ ６点 

Ｄ ３点～ ４点 

Ｅ     ２点 

単位 2020 2021 2022 2023 2024

①.来館者数 人数 475,300 476,800 478,300 479,800 481,300

　（来館率） 回数 (1.49) (1.49) (1.50) (1.50) (1.50)

②.レファレンス(調査相談)

                   件数
件数 1,620 1,660 1,700 1,740 1,780

③.中学生・高校生向けの

            企画実施件数
件数 3 4 5 6 7

④.デイジー図書貸出数 本数 20 22 24 26 28

⑤.大活字本貸出数 冊数 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

⑥.朗読ＣＤ貸出数 本数 200 200 200 200 200

⑦.研修会への参加人数 人数 90 90 90 90 90

　　　　　　（参加件数） 件数 (12) (12) (12) (12) (12)

⑧.職員の司書有資格者数 人数 43 43 43 43 43

⑨.職場体験等(小中高)の

　            受入件数
件数 60 60 60 60 60

指標
めざそう値(年度毎)
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施策（事務事業）の進行管理チェックシート           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　別紙　4-(1) 

指標名
めざそう

値
実績値

前年度

実績値
指標名

めざそう

値
実績値

前年度

実績値
指標名

めざそう

値
実績値

前年度

実績値

評価の観点 評価
総合

評価

達成度

今後の

方向性

           別紙　４-(2) 

評価の観点 評価
総合

評価

達成度

今後の

方向性

点

検

評

価
（

外

部
）

外　　　部　　　評　　　価　　　コ　　　メ　　　ン　　　ト

施

策
（

事

務

事

業
）

施策の概要等

点

検

評

価
（

内

部
）

内　　　部　　　評　　　価　　　コ　　　メ　　　ン　　　ト

実際の成果・

効果等

事業に要した

経費等

指

標

名

・

目

標

値

･

実

績

値

教育委員会

施策名 生涯学習部　中央図書館

点検評価の対象年度 　　  年度

課　題

主管

部課

事務事業名
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８「めざそう値」の達成度等の点検評価 

「那覇市立図書館」運営の基本的な考え方の点検評価基準（別紙 3）に基づき、「施策（事務事業）の進行

管理チェックシート」（別紙 4-（1）（2）参照）を活用して、「めざそう（目標）値」の達成度や評価の観点

ごとの点数・コメント及び総合評価点数等を踏まえて、那覇市立図書館協議会委員で外部評価した。 

 

 

 点検評価事務事業（2021年度分） 

課 題 
施策名 

（チェックシート） 
事務事業名 指標名 

Ⅰ-1 

利用者サービス

の充実 

【１】 Ⅰ-1-(1) 

資料・情報提供サービスの

充実 

1.資料・情報提供サー

ビスの推進 

①来館者数 （来館率） 

※1人当たりの年間来館数 

②レファレンス（調査相談）

件数 

Ⅰ-2 

青少年に対する

サービスの充実 

【２】 Ⅰ-2-(1) 

中学生・高校生の読書活動

の充実 

2.中学生・高校生の読

書活動の推進 

③中学生・高校生向けの企画

実施件数 

Ⅰ-3 

障がい者サービ

スの充実 

【３】 Ⅰ-3-(1) 

障がい者サービス用資料の

充実 

3.障がい者サービス用資

料の貸出の推進 

④デイジー図書貸出数 

⑤大活字本貸出数 

⑥朗読 CD貸出数 

Ⅱ-1 

多種多様な市民

ニーズに対応で

きる人材の採

用・育成 

【４】 Ⅱ-1-(1) 

図書館職員研修の充実 

4.図書館職員研修の実

施及び各種研修への

参加 

⑦研修会への参加人数（参加

件数） 

【５】 Ⅱ-1-(2) 

図書館職員体制の充実 

5.図書館職員体制強化

の推進 

⑧職員の司書有資格者数 

Ⅵ-1 

読書推進のため

の学習機会の充

実 

【６】 Ⅵ-1(2) 

職場体験等（小中高）の受

入 

8.職場体験等（小中

高）の受入の推進 

⑨職場体験等（小中高）の受

入件数 
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施策（事務事業）の進捗管理チェックシート【１】 指標①② 
 

点検評価の対象年度 令和 3年度 別紙 4-(1) 

課 題 Ⅰ-1 利用者サービスの充実 主管

部課 

教育委員会 

施 策 名 Ⅰ-1-(1) 資料・情報提供サービスの充実 生涯学習部 中央図書館 

事務事業名 1.資料・情報提供サービスの推進   
 

施
策
（
事
務
事
業
） 

施策の概要等 

公共図書館における利用者サービスを充実させるため、図書館奉仕の基本的なサービスである資

料・情報提供サービスを推進する。 

関係法令等 

〇図書館法 

〈第 3条第 1項第 1号〉 郷土資料、地方行政資料、美術品、レコード及びフィルムの収集にも

十分留意して、図書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料(電磁的記録(電子的方式、

磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をい

う。)を含む。以下「図書館資料」という。)を収集し、一般公衆の利用に供すること。 

〈第 3条第 1項第 3号〉 図書館の職員が図書館資料について十分な知識を持ち、その利用のた

めの相談に応ずるようにすること。 

〇図書館の設置及び運営上の望ましい基準(平成 24年文部科学省告示第 172号) 

第二（公立図書館）一（市町村立図書館）3（図書館サービス） 

(一) 貸出サービス等  

市町村立図書館は、貸出サービスの充実を図るとともに、予約制度や複写サービス等の運用

により利用者の多様な資料要求に的確に応えるよう努めるものとする。 

(二) 情報サービス 

① 市町村立図書館は、インターネット等や商用データベース等の活用にも留意しつつ、利用

者の求めに応じ、資料の提供・紹介及び情報の提示等を行うレファレンスサービスの充実・

高度化に努めるものとする。 

② 市町村立図書館は、図書館の利用案内、テーマ別の資料案内、資料検索システムの供用等

のサービスの充実に努めるものとする。 

③ 市町村立図書館は、利用者がインターネット等の利用により外部の情報にアクセスできる

環境の提供、利用者の求めに応じ、求める資料・情報にアクセスできる地域内外の機関等を

紹介するレフェラルサービスの実施に努めるものとする。 

 

実際の成果・効果等 

新型コロナウイルス感染者数の拡大により 5月末頃から 9月末までの臨時休館や一部利用制限

期間があった影響で来館者数は前年度よりもさらに減少した。 

 レファレンス件数も前年度実績より、10％程度減少し目標値と大きく乖離した。 

レファレンスは来館時に受けることが多いため、来館者減少の影響を強く受けたものと考えられ

る。 

 

事業に要した経費 

令和 3年度の図書館に関する決算額（正規職員の人件費を除く）･･･････181,245,245円 

うち図書資料費･････････････････････････････29,440,622円   

【新聞・雑誌等】                 6,015,772円 

【一般・児童・郷土・視聴覚資料】 23,424,850円 

うち図書館コンピュータシステム経費･････････15,073,836円 

 

指
標
名
・
目
標
値 

・
実
績
値 

指標名 めざそう値 実績値 
前年度 

実績値 
指標名 めざそう値 実績値 

前年度 

実績値 

①来館者数 476,800 213,536 250,228 ②レファレンス 

（調査相談）件数 
1,660 589 648 

（来館率） （1.49） （0.67） （0.78） 

        

  ※来館率：市民一人当たり来館した回数 
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点
検
評
価
（
内
部
） 

評価の観点 評価 
総合 

評価 
内部評価コメント 

達成度 1 

C 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため市立図書館を全館臨時

休館や利用制限をしている期間が約 3ヵ月半ほどあり、来館者数、レファ

レンス件数ともに目標値に達せず、前年度実績値も下回った。 

今後の方向性 4 

臨時休館中も市民の学びたい、知りたいというにニーズに応えることがで

きるよう、電話等でレファレンスを受け付けした。今後も広報等を通じて

レファレンスサービスについて周知していく。 

    
別紙 4-(2) 

点
検
評
価
（
外
部
） 

 

評価の観点 評価 
総合 

評価 
内部評価コメント 

達成度 １ 

Ｃ 

・実績値が目標値に達しておらず、かつ前年度実績も下回っている。しか

し、新型コロナウイルス感染症の蔓延、拡大防止のため全館臨時閉館や利

用制限や市民の外出自粛がその理由として考えられる。やむを得ない事情

の中で図書館として、レファレンスの電話等、コロナ禍でできることには

対応しており、努力は認められる。 

・新型コロナウイルスの感染拡大防止に伴うサービスの制限があり、目標

数値が達成できていなかった。想定外のことであったので、全体数よりも

開館した時の一日当たりの人数など参考数値などがあればもう少しわか

りやすかった 

・新型コロナウイルス感染症の影響を受け、閉館や利用制限があったため

目標値を下回ったことは致し方ないと思われる。 

・2年目のコロナ禍で色々な行政サービスなどが試行錯誤していく中、残

念だけれど図書館の試みはあまり功を奏さなかったと評価。「巣ごもり消

費」などの言葉が出てきたように、家での活動はある意味活発であった時

期。読書に触れてもらう良い機会にできたと思う。 

・コロナ 2 年目ということで、with コロナの取り組みなど工夫がもっと

取れたと考えられる。前年度実施していた予約・受け渡しすら制限してい

たという事情は考慮できるが、実施した工夫がなされていれば、２もしく

は３の評価できた可能性がある。来館者数とレファレンス数は図書館の事

業評価におけるもっとも重要な指標であり、優先的に取り組んでもらいた

い。 

・特異な状況下においていかにサービスを提供するか試行錯誤が行われ

たと思うが、今後活かせる/活かせないといった評価や共有は行われてい

るのか？ 

今後の方向性 ４ 

・電話でのレファレンスサービス、郵送による貸出等の遠隔でできるサー

ビス等の更なる工夫が求められる。ウィズコロナの状況化ならではの図書

館サービスの在り方を図書館関係者のみならず、市民から広くアイディア

を募り創意工夫を図りたい。また、市や図書館の HP や広報誌等で周知を

図ることは非常時や変則的な対応がなされる時であればなおさら力を入

れていく必要があると考える。 

・提示された資料の中では方向性がうまく見えにくい。レファレンスだけ

でなく、基本的な情報提供についても触れられているとよかった。上記で

は取り上げられていない図書館法 3条 7号「時事に関する情報及び参考資

料を紹介し、提供すること」というのが重要で、コロナ関連の情報をどれ

だけ住民に正しく伝えられたか、伝える努力をしたか、今後どう考えてい

るかが知れたらよかった。 

・感染対策を十分取りつつではあるが閉館しない方向で利用者サービス

を行っていただきたい。 

・閉館を余儀なくされるのであれば指標の見直しも必要ではないか。 

・すでに新型コロナウイルスの影響下にあった前年度をすべての月にお

いて下回ったのは、図書館離れが進行した（＝図書館の生活におけるプラ

イオリティが下がった）ためと思われる。同じ方向性では、あまり改善が
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期待できないため、てこ入れが必要と思う。 

・繰り返しとなるが、来館者数とレファレンス数は図書館の事業評価にお

けるもっとも重要な指標であり、優先的に取り組んでもらいたい。目指そ

う値についても、来館者数は増加方針を掲げている。コロナ対応で目標の

下方修正などに取り組むことも含めて、コロナ禍で果たせる図書館の役

割、存在感を示してもらいたい。 

そもそもの施策と事業評価の設定について 

 課題として利用者サービスの「充実」を掲げる場合には、利用者の満足

度などを調べることや、蔵書数を指標とすることも考えられる。本施策で

この指標を選択した理由と、目指そう値の設定根拠についても説明や言及

は必要であり、次回以降の反映を求めたい。 

例えば、来館者数の１人当たりの回数などで、国が示している数値を参

考にしている／県内の市立図書館で上位を目指すなど、目標とした理由が

説明できないと、達成可能な目標を設定しただけと指摘される可能性が生

じる。 

・「これまで通り」が通用しないことが、「これまで」を見直し「これから」

を考える機会になったと思う。私自身、いわゆるコロナ禍の間は、学校図

書館においては児童生徒・教職員へのサービス提供のあり方を、非常勤講

師としては大学生との関わり方を強制的に見直すことになり、結果従前よ

りも向上した手応えがある。市立図書館の今後に期待する。 
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施策（事務事業）の進捗管理チェックシート【２】 指標③ 
 

点検評価の対象年度 令和 3年度 別紙 4-(1) 

課 題 Ⅰ-2 青少年に対するサービスの充実 主管

部課 

教育委員会 

施 策 名 Ⅰ-2-(1) 中学生・高校生の読書活動の充実 生涯学習部 中央図書館 

事務事業名 2. 中学生・高校生の読書活動の推進   
 

施
策
（
事
務
事
業
） 

施策の概要等 

スマートフォンやインターネットの普及に伴い、中学生・高校生のヤングアダルト層の公共図書

館離れが深刻になりつつあるなかで、活字に触れる機会を増やすとともに本を読む楽しさを再確

認してもらえるよう、中学生・高校生の読書活動の充実を図る。 

 

関係法令等 

〇図書館の設置及び運営上の望ましい基準(平成 24年文部科学省告示第 172号) 

第二（公立図書館）一（市町村立図書館）3（図書館サービス） 

(四) 利用者に対応したサービス 

ア （児童・青少年に対するサービス） 児童・青少年用図書の整備・提供、児童・青少年の

読書活動を促進するための読み聞かせ等の実施、その保護者等を対象とした講座・展示会

の実施、学校等の教育施設等との連携 
 

実際の成果・効果等 

秋の読書週間企画：神原小学校・中学校コラボ企画。図書館ビンゴ、読書クイズ、子

どもたちが書いたおすすめ本の POPカードの掲示と紹介本の展示・貸出（中央図書館）。

なは教育の日関連企画：首里中学校コラボ企画。生徒が作成したおすすめ本の POPカー

ドと紹介本を展示・貸出（首里図書館）。ヤングアダルトコーナーの紹介とおすすめ本

の紹介・展示・貸出（若狭図書館）。なは教育の日関連企画：石嶺中学校コラボ企画。

生徒が作成したおすすめ本の POPカードと紹介本を展示・貸出（石嶺図書館）。 

展示スペースに足をとめる中学生や POP カードを読んで借りていく若い世代の利用も

あり、わずかではあるが利用促進につながるきっかけを作ることができた。 
 

事業に要した経費 図書館運営事業の行事用消耗品費 
 

指
標
名
・
目
標

値
・
実
績
値 

指標名 めざそう値 実績値 
前年度 

実績値 

③中学生・高校生向けの企画実施件数 4 4 4 

 

点
検
評
価
（
内
部
） 

評価の観点 評価 
総合 

評価 
内部評価コメント 

達成度 5 

A 

実績値が目標値に達した。 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため市立図書館を全館臨

時休館している期間が夏休み期間と重なったため、中学生・高校生向

けの夏休み企画を実施することができなかったが、秋の読書週間等と

関連づけて、近隣の中学校と連携した取り組みを各館で実施した。 

 

今後の方向

性 
4 

年間を通して様々な機会をとらえ、中学生・高校生向けの企画を行

い、若い世代の図書館利用促進に努めていく。 

また、R3年度末に電子図書館を導入し、中学生・高校生向けの電子書

籍等も揃えたので、今後は電子図書館の周知に取り組み、中高生の利

用につなげる。 
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別紙 4-(2) 

点
検
評
価
（
外
部
） 

評価の観点 評価 
総合 

評価 
外部評価コメント 

達成度 ５ 

Ａ 

・実績値が目標値に達しており、基準に基づき「５」の評価とした。新型

コロナウイルス感染症の感染拡大防止による閉館により実施できなかっ

た企画もあるにもかかわらず、できる時にできる事を実施し、結果、目標

値に達したことは評価できる。成果の背景に各館の創意工夫を感じること

ができた。 

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため休館期間があったに

もかかわらず目標を達成できていた。施策が青少年の読書活動の充実を目

標にしているので、青少年の利用状況を参考値として出してもらえるとわ

かりやすい 

・コロナ禍でありながら目標値に達することができたことは評価できる。 

・いつもと違う時期に企画を動かせたのは良いと思う。また電子書籍をそ

ろえたのは IT ネイティブである若い世代を取り込むためには必要不可欠

だと思う。 

・評価基準に照らし合わせると実績値が目標値に達しており、「５」の評

価となる。コロナ禍でも目標値の達成は評価したい。 

・学校との関わり方と広報について、首里図書館と首里中の事例は示唆に

富む。 

今後の方向性 ４ 

・YA 世代の活字離れは国全体の課題となっており、その解決に向けた企

画、取組、環境づくりなどが全国的に展開している。居場所づくり、学習

の場、情報取得の場としての視点から、若い世代の図書館利用促進の仕掛

けづくりに努めてもらいたい。令和 3年度の成果を見ると学校との連携が

キーになっていると考えられる。成果につながった各館の創意工夫を共有

するとともに、学校との連携の工夫や中高生のニーズ把握に努め、実効性

の高い取組を推進してもらいたい。 

・デジタル世代の青少年に向けて電子書籍サービスを充実させたのは、良

い取り組みだと思う。 

・近隣小中学校とコラボ企画は今後も継続してほしい。学校を拡大できる

と更に良い。沖縄県で高校生の不読が課題になっている。高校生とコラボ

企画もできるといいと思います。 

・例えば POPは、一度の企画で数回分の募集をかける（一校に一度にお願

いして集まったものを、数か月にわたって週替わりでの掲載にするなど）

などして巻き込む生徒数を増やす、誰の POPがいつ掲載されるか募集をか

けた学校の生徒にはわかるようにする（知り合いの POPのときは行こうか

なという層を入れるため）など、企画に改善できる点がたくさんあると思

う。今後も期待しています。 

・青少年へのサービス充実、中高生の読書活動の推進という取り組みは、

必要で優先度が高いものと考える。一方で、実際に取り組んだコラボ企画

がサービスの充実や読書活動の推進につながっているとするには、論理的

な飛躍を感じる。サービス充実や読書活動推進の取り組みはコラボ企画以

外にもあると思われるので、取り組みの検討・工夫含めて改善を求めたい。 

コラボ企画に関わった生徒数や、実施期間における貸出増、展示紹介し

た本の予約数など、「企画を実施した回数」の評価ではなく、「企画を実施

して、得られた効果」を目標値として設定することなども検討してもらい

たい。 

・担当者が変わっても企画が継続できるとよい。 
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施策（事務事業）の進捗管理チェックシート【３】 指標④⑤⑥ 
 

点検評価の対象年度 令和 3年度 別紙 4-(1) 

課 題 Ⅰ-3 障がい者サービスの充実 主管

部課 

教育委員会 

施 策 名 Ⅰ-3-(1) 障がい者サービス用資料の充実 生涯学習部 中央図書館 

事務事業名 3. 障がい者サービス用資料の貸出の推進   
 

施
策
（
事
務
事
業
） 

施策の概要等 

障がいのある方等へのサービスを充実させるため、デイジー図書（文字・音声・画像を再生で

きる電子図書）や大活字本・朗読 CD等資料の充実を図る。 

期待される効果として 

①障がいのある方々に読書の楽しみを広げていくことができる。 

②視覚障がいのある方のみならず、学習障がいや知的障がいのある方等にも活用することがで

きる。 

③文化・情報面のバリアフリー化を推進することができる。 

関係法令等 

〇図書館の設置及び運営上の望ましい基準(平成 24年文部科学省告示第 172号) 

第二（公立図書館）一（市町村立図書館）3（図書館サービス） 

(四) 利用者に対応したサービス 

ウ（障害者に対するサービス） 点字資料、大活字本、録音資料、手話や字幕入りの映像資料

等の整備・提供、手話・筆談等によるコミュニケーションの確保、図書館利用の際の介助、

図書館資料等の代読サービスの実施 
 

実際の成果・効果等 

◆デイジー図書の周知取組 

・学校図書館司書研修会 

・特別支援学級担当者研修会 

※上記研修会でデイジー図書の利用方法等の説明チラシを配布。 

◆デイジー図書や大活字本等障がい者サービスの周知取組 

・図書館だよりへの掲載（7館中 2館） 

・特集展示の実施（7館中 3館計 5回） 

 

デイジー図書貸出数：35点（うち学校への貸出数：16点） 

大活字本貸出数：1,471冊 

朗読 CD貸出数：397点 
 

事業に要した経費 

図書資料費･･･････････････････････‥‥‥‥‥‥‥‥29,440,622円  

（デイジー図書）･･････37,800円（受入 30点うち購入 14点） 

（朗読ＣＤ）････････‥44,000円（受入 39点うち購入 16点） 

（大活字本）･････････233,341円（受入 81冊うち購入 78冊） 
 

指
標
名
・
目
標
値
・ 

実
績
値 

指標名 めざそう値 実績値 
前年度 

実績値 
指標名 めざそう値 実績値 

前年度 

実績値 

④デイジー図書貸出数 22 35 33 ⑥朗読ＣＤ貸出数 200 397 491 

⑤大活字本貸出数 1,500 1,471 1,566     

 

点
検
評
価
（
内
部
） 

評価の観点 評価 
総合 

評価 
内部評価コメント 

達成度 5 

A 

３つの指標中、2つにおいて目標値を達成した。 

今後の方向

性 
4 

障がい者サービスを市民に知ってもらう取り組みとして、デイジー図書や朗

読ＣＤ、大活字本等の展示・特集を行った。また、各館の図書館だよりでデイ

ジー図書等の紹介を行った。 

今後は、学校の特別支援学級等対象者が利用している思われる施設への周知

活動にも力を入れ、図書館の障がい者サービスの利用につなげる。 
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別紙 4-(2) 

点
検
評
価
（
外
部
） 

評価の

観点 

評

価 

総合 

評価 
外部評価コメント 

達成度 ５ 

Ａ 

・３つの指標中、2つにおいて目標値を大きく上回っている。また、達成していな

い１つの指標も 98％の達成率であり、概ね達成と考える。  

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止があったにもかかわらず目標を達成

できていた。 

・目標値を２つの項目で達成できたことは評価できる。 

・前年度より目標値を上回ったのはよかったと思う。 

・目標値の達成は３分の２、前年度増は 3分の１となっており、評価「３」とした

い。④と⑥に関しては目標値と実績値の乖離があるが、その説明がなく、判断・評

価の正確性に欠ける。せっかく達成している現状もあるため、目標値の設定が低す

ぎないという説明をぜひ求めたい。また、⑤⑥についても前年度実績よりも下がっ

たことへの評価と対応策の言及があれば、さらに評価が深まると思われる 

今後の 

方向性 
４ 

・学校図書館司書研修会や特別支援学級担当者研修会等におけるデイジー図書周

知は、学校を通して、必要としている児童生徒に情報を提供できたと考える。併せ

て、デイジー図書や朗読ＣＤ、大活字本等の展示・特集も効果をあげている。 

そのノウハウを生かし、必要としている市民の利用施設（特別支援学級等対象者が

利用している思われる施設等）への周知活動にも力を入れていただきたい。また、

ユニバーサルデザインのモデルとなる施設を目指したい。 

・大活字などは障がい者だけでなく、広く利用者がいると思うので利用につなげら

れたら良いと思う。 

・学校現場でもデイジー図書や朗読 CD、音声読み上げなどニーズは高い。学校現

場への周知と連携をお願いします。 

・今 Amazonオーディブルなど、音読サービスが健常者の一部にはうけている現状

があるので、朗読 CDなどは障がい者だけでなく健常者の方面からの周知もできる

と思う。 

 周りに特別支援を受けているお子さんを持つ知り合いは多くいるがデイジー図

書などをご存知の方はほとんどいらっしゃらない。低年齢層から図書館には自分で

も楽しめる本があると知らせていくのが必要だと思う。 

・実績値がすでに目標値を大きく上回っており、現状の取り組み維持でよい。ただ、

課題を障がい者サービスの充実とするならば、現在の取り組みと指標にのみ固執せ

ずに、ほかのアプローチの検討や、障がい者が抱えるニーズ調査などの工夫も続け

てほしい。それこそ、図書館自体の使い勝手なども含めて、障がいがある人も誰で

も利用しやすい環境作り・図書館づくりを進めてもらいたい。 

・広報・周知活動を継続することが必要。 
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施策（事務事業）の進捗管理チェックシート【４】 指標⑦ 

 

点検評価の対象年度 令和 3年度 別紙 4-(1) 

課 題 Ⅱ-1 多種多様な市民ニーズに対応できる人材の採用・育成 
主管

部課 

教育委員会 

施 策 名 Ⅱ-1-(1) 図書館職員研修の充実 生涯学習部 中央図書館 

事務事業名 4. 図書館職員研修の実施及び各種研修への参加   
  

施
策
（
事
務
事
業
） 

施策の概要等 

司書や一般事務職員に対する研修の企画実施及び他団体主催研修への参加促進等、職員への研

修等を充実させ、職員の図書館業務の専門的職務遂行能力を高め多種多様な市民ニーズに対応で

きる人材を育成する。 

 

関係法令等 

〇図書館の設置及び運営上の望ましい基準(平成 24年文部科学省告示第 172号) 

第二（公立図書館）一（市町村立図書館）4（職員） 

(二) 職員の研修 

① 市町村立図書館は、司書及び司書補その他の職員の資質・能力の向上を図るため、情報化・

国際化の進展等に留意しつつ、これらの職員に対する継続的・計画的な研修の実施等に努め

るものとする。 

② 市町村教育委員会は、市町村立図書館の館長その他の職員の資質・能力の向上を図るため、

各種研修機会の拡充に努めるとともに、文部科学大臣及び都道府県教育委員会等が主催する

研修その他必要な研修にこれら職員を参加させるよう努めるものとする。  

 
  

実際の成果・効果等 

コロナ禍で Web配信（オンライン・オンデマンド）の研修が主流となり、国立国会図書館研修や

全国図書館大会山梨大会など従来旅費が伴うような研修も、Web配信になり複数名受講することが

できた。また感染状況が落ち着いた時期に 2件の会場開催があった。 

他団体主催 web研修に各自積極的に参加し、図書館職員としての資質・能力を向上させた。 
  

事業に要した経費 
主催研修なし、WEB研修受講のため要した経費なし。 

     

指標名・目標値・

実績値 

指標名 めざそう値 実績値 前年度実績値 

⑦研修会への参加人数（参加件数） 90（12） 76（17） 72（26） 

     

点
検
評
価
（
内
部
） 

評価の観点 評価 
総合 

評価 
内部評価コメント 

達成度 3 

Ｂ 

参加人数は目標値に満たなかったが前年度を上回った。参加件数は目標値

には達したが前年値を大きく下回った。 

今後の方向性 5 

市民ニーズや社会環境の変化に対応した質の高い図書館サービスを提供す

るため、研修の実施方法や企画内容を検討し計画的な研修を継続して実施す

る。他団体主催研修への周知を図り、職員の積極的な参加を促していく。 
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別紙 4-(2) 

点
検
評
価
（
外
部
） 

評価の観点 評価 
総合 

評価 
外部評価コメント 

達成度 ３ 

Ｂ 

・参加人数は目標値に満たなかったが前年度を上回った。また、実施件数

は目標値に達している。このことから、基準に照らし合わせ、「４」とし

た。 

・対面研修が減った中、オンラインで研修に参加しやすくなったと思う。

その中で、人数が届かなかったのは少し残念だと思った。 

・コロナ禍の影響で研修の機会は少なくなっている中で前年度を上回る

ことが出来たのは評価できる。 

・Web研修が盛んになり、県外の研修にオンラインでも参加できたのは県

外の差をうめるのにとても良かったと思う。 

・内部評価をおおむね支持したい。 

可能ならば、研修会への参加人数だけでなく、どんな研修会（内容）で

どんな図書館運営につながるかという説明があると尚良い。また、研修を

通じて導入した仕組みや企画など（定性的な）指標・評価も検討してもら

いたい。 

今後の方向性 ４ 

・市民ニーズや社会環境の変化に対応した質の高い図書館サービスを提

供するため、研修は必要不可欠なものと考える。研修参加人数が目標値に

達せなかった（研修を受けなかった）理由を明確にし、その対策を講ずる

必要があると考える。研修の実施方法や企画内容の検討、他団体主催研修

への周知を図るとともに、職員が積極的に研修に参加できる環境づくりを

促進したい。 

・参加した研修の内容が、一般的に司書の教養を磨くためのものが多かっ

たが、県庁所在地の図書館の職員としては、長期研修などにも参加し、長

い目で図書館に貢献できる人材づくりを視野に入れるとよいと思う。 

・研修の開催方法についてオンラインやオンデマンドの活用等、時代に即

した工夫が必要になってくる。今後も職員の専門性の向上に努めてくださ

い。現時点で拡大は難しいのではないか。 

・研修もよいが、ニーズ（例えば勉強スペース）とそれを実現できない理

由（容積が小さい）があるのなら、同じような条件でニーズを満たす工夫

をしている県外の図書館などに積極的にコンタクトを取って学んでいく

ことも必要だと思う。 

・図書館というハコや蔵書数などハード面も大切だが、図書館サービス、

市民ニーズへの対応となるといかに人材を育てるかが重要となる。職員の

役割や役職に応じた効果的な研修を計画し、積極的に参加できる環境づく

りを進めてほしい。 
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施策（事務事業）の進捗管理チェックシート【５】 指標⑧ 
 

点検評価の対象年度 令和 3年度 別紙 4-(1) 

課 題 Ⅱ-1 多種多様な市民ニーズに対応できる人材の採用・育成 
主管

部課 

教育委員会 

施 策 名 Ⅱ-1-(2) 図書館職員体制の充実 生涯学習部 中央図書館 

事務事業名 5. 図書館職員体制強化の推進   
 

施
策
（
事
務
事
業
） 

施策の概要等 

専門職である司書を配置し、管理運営及び職員体制の充実を図ることで、多種多様な市民ニー

ズに対応できる人材を育成する。 

 

関係法令等 

〇図書館法 

第四条 図書館に置かれる専門的職員を司書及び司書補と称する。 

2 司書は、図書館の専門的事務に従事する。 

3 司書補は、司書の職務を助ける。 

〇図書館の設置及び運営上の望ましい基準(平成 24年文部科学省告示第 172号) 

第二（公立図書館）一（市町村立図書館）4（職員） 

(一) 職員の配置 

② 市町村教育委員会は、市町村立図書館が専門的なサービスを実施するために必要な数の司

書及び司書補を確保するよう、その積極的な採用及び処遇改善に努めるとともに、これら職

員の職務の重要性にかんがみ、その資質・能力の向上を図る観点から、第一の四の②に規定

する関係機関等との計画的な人事交流（複数の市町村又は都道府県の機関等との広域的な

人事交流を含む。）に努めるものとする。  

 

 

実際の成果・効果等 
司書による専門的な知識・技術に基づく指導助言を得ることで職員の資質・能力の向上が図ら

れ、市民サービスの充実が図られた。 

 

事業に要した経費 特になし 

 

指標名・目標値・

実績値 

指標名 めざそう値 実績値 前年度実績値 

⑧職員の司書有資格者数 43 45 47 

 

点
検
評
価
（
内
部
） 

評価の観点 評価 
総合 

評価 
内部評価コメント 

達成度 5 

Ａ 

実績値が目標に達した。 

今後の 

方向性 
4 

継続して各館に司書を配置し図書館職員体制を維持する。専門的な知識・

技術を発揮し、職員の育成と図書館サービスの充実を図る。司書有資格者

配置の要望を行っていく。 
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別紙 4-(2) 

点
検
評
価
（
外
部
） 

評価の観点 評価 
総合 

評価 
外部評価コメント 

達成度 ５ 

Ａ 

・実績値が目標に達しており、基準に基づき「５」とした。 

・有資格者が目標値に達している。この先も有資格者での運営を目指して

ほしい。 

・実績値が目標に達しており評価できる。 

・そもそも前年度実績を下回る目標値をたてる意味がない。 

・実勢値を達成しているため評価「５」である。 

一つ注文するならば、前年度から減った理由や目標値接待が 43 人を維

持する「横ばい」の理由を内部評価コメントなどで言及してもらいたい。 

今後の方向性 ４ 

・関係法令にあるように図書館が専門的なサービスを実施するために必

要な数の司書及び司書補を確保しなければならない。目標値は達している

が、有資格者 43 名の目標値が今後の図書館サービスに十分な数値である

か等検証しながら、今後とも、司書有資格者配置を積極的に進めてもらい

たい。少なくとも現状維持は必要と考える。 

・有資格者の採用、採用された司書の育成に努めてほしい。 

・各図書館への司書の配置をお願いします。学校図書館経験の司書も配置

されておりよりよい連携ができています。 

・司書補にも勤続年数が条件を満たした方には司書の資格を取得するよ

う促しているのでしょうか。さらなるサービス向上のためにも、専門知識

のある職員が増えることは望ましく感じます。 

・目標値を上回っており、現状の維持でよいため評価「４」とする。 

内部評価コメントに「司書有資格者配置の要望を行っていく」という部分

について、拡大か現状維持なのか判断できないため、このコメントについ

ては丁寧な表現を求めたい。 

－　44　－



 

施策（事務事業）の進捗管理チェックシート【６】 指標⑨ 
 

点検評価の対象年度 令和 3年度 別紙 4-(1) 

課 題 Ⅳ-1 読書推進のための学習機会の充実 
主管

部課 

教育委員会 

施 策 名 Ⅳ-1-(2) 職場体験等（小中高）の受入の推進 生涯学習部 中央図書館 

事務事業名 8. 職場体験等（小中高）の受入件数   
 

施
策
（
事
務
事
業
） 

施策の概要等 

公共図書館の果たす役割や業務内容を広く理解してもらうため、また子どもの読書活動を継続

的に推進するため職場体験の受入を実施する。 

関係法令等 

〇図書館の設置及び運営上の望ましい基準(平成 24年文部科学省告示第 172号) 

第二（公立図書館）一（市町村立図書館）3（図書館サービス） 

（四）利用者に対応したサービス 

ア （児童・青少年に対するサービス） 児童・青少年用図書の整備・提供、児童・青少年の

読書活動を促進するための読み聞かせ等の実施、その保護者等を対象とした講座・展示会

の実施、学校等の教育施設等との連携 

（五）多様な学習機会の提供 

① 市町村立図書館は、利用者及び住民の自主的・自発的な学習活動を支援するため、講座、

相談会、資料展示会等を主催し、又は関係行政機関、学校、他の社会教育施設、民間の関

係団体等と共催して多様な学習機会の提供に努めるとともに、学習活動のための施設・設

備の供用、資料の提供等を通じ、その活動環境の整備に努めるものとする。 

 

実際の成果・効果等 

職場体験は多良間中学校の生徒 1人を中央図書館で 2日間受け入れた。 

施設見学は近隣小学校やこども園から中央図書館が 1件、若狭図書館が 1件、石嶺図書館が 5

件、繁多川図書館が 2件受け入れた。 

通信教育で資格を取った方の就業体験として繁多川図書館で 1人受け入れた。 

昨年度に引き続き令和 3年度も新型コロナ感染症の影響によりインターンシップ依頼が中止と

なるケースもあった。国の緊急事態宣言沖縄県適用解除以降の 11月から 12月中旬に受け入れる

ことができ、図書館業務の周知を行うことができた。 

 
 

事業に要した経費 事業に要した経費なし 

 

指標名・目標値・

実績値 

指標名 めざそう値 実績値 前年度実績値 

⑨職場体験等（小中高）の受入件数 60 11 10 

 

点
検
評
価
（
内
部
） 

評価の観点 評価 
総合 

評価 
内部評価コメント 

達成度 3 

Ｂ 

目標値を大きく下回った。 

令和 3年度も前年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症の影響

で職場体験の依頼が例年に比べて少なかった。また、施設見学につ

いては市立図書館の臨時休館もあり、感染状況を見ながら受け入れ

を行っていた状況であった。 

今後の方向

性 
4 

引き続き、新型コロナウイルス感染症の影響が予想されるが、with

コロナの状況の中で感染対策を取りながら、職場体験等の申し出に

は積極的に応え、児童生徒に公共図書館の果たす役割や業務内容を

広く理解してもらう機会の提供に努める。 
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別紙 4-(2) 

点
検
評
価
（
外
部
） 

評価の観点 評価 
総合 

評価 
外部評価コメント 

達成度 ３ 

Ｂ 

・目標値を大きく下回ったが、前年度実績と同水準である。そこで基準に

基づき「３」と評価した。 

前年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症の影響で、各学校の同事

業への参加が制限されたことや市立図書館の臨時閉館の結果と考えると

やむを得ないと考える。 

・数値だけで見ると大きく下回っているので基準と照らして、この評価に

なった。しかし、職場体験は申し込みがあって受け入れるという段取りな

ので受け入れの数値が指標になることに疑問がある。 

・職場体験のニーズが減少している中、目標値を下回ることは致し方な

い。施設見学も同様である。 

・実質動けたのは 2カ月のみなので、実績値 11×12/2をすれば目標値を

うわまわるので、実施できた月はよく活動ができたと思う。 

・目標を大きく下回っている。協議会で説明、委員からの言及があったよ

うに、申し込みに対する対応・受け入れという外的要因による実績となる

ため、やむを得ない事情と理解はできる。 

今後の方向性 ４ 

・引き続き、新型コロナウイルス感染症の影響が予想されるが、各学校の

コロナ対応も変化していくと予想されるので、感染対策を取りながら、職

場体験や施設見学等の申し出には積極的に応えてもらいたい。まずは、児

童生徒に公共図書館の果たす役割や業務内容を広く理解してもらう機会

の提供としてのこの事業の実施・継続に努め、コロナ前の水準に戻るよう

周知を図りたい。 

・事業については希望があれば受け入れるが、数を増やす努力をするもの

ではないので見直してもよいと思う。 

・今後も職場体験のニーズや施設見学に応じてください。小学生にもわか

るような図書館の教材・資料があると良い。 

・さりとて学校の職場体験などは動きやすい月があり、上記 2か月のよう

な動きが６セットできるわけではない（４月、３月など）うえ、新型コロ

ナや他の事情で受け入れが困難な時期もあると思うので、受付から受け入

れをスピーディにする方策を打つなどが必要だとは思うが、来年度は目標

値を達成できると思う項目だし、職場体験などで図書館を知ってもらう良

い機会にもなると思うので頑張ってほしい。 

・コロナ禍で 2年連続での低調という説明があった。職場体験は図書館の

業務や魅力を伝える効果的な手段であるため、まずはコロナ前の水準を目

指すか、もしくはある程度形を変えた新たな受け入れ方法の模索も進めて

もらいたい。 

・課題である「読書推進のための学習機会の充実」の改善を目指すのか、

コメント中の「児童生徒に公共図書館の果たす役割や業務内容を広く理解

してもらう機会の提供に努める」のかでアプローチは異なるが、図書館の

仕事をまとめた映像を作る、ZOOM も含めた職場見学会など、様々な取り

組みを検討してもらいたい。 
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2021年度「めざそう値」の達成度等の点検評価のまとめ 

 

 「『那覇市立図書館』運営の基本的な考え方」の施策の進捗管理として、下記のように「指標」と「めざそ

う値」の設定、評価点検を行ってきた。 

 

2010年度～ 指標・めざそう値の達成度等の点検評価を毎年度実施 

2015年度 2015年度から 2019年度までの指標とめざそう値を新たに設定。 

2019年度 2020年度から 2024年度までの指標とめざそう値を設定。 

2020・2021年度  コロナ禍のため 2019・2020年度の外部評価が実施できず内部評価のみ実施。 

 

 【評価の概要】 

2021年度「めざそう値」の達成度等の点検評価のまとめ 内部 

評価 

外部 

評価 指標名 めざそう値 実績値 達成率 

１ 

資料・情報提供サービスの充実 

①来館者数（来館率） 476,800（1.49） 213,536（0.67） 0.45（0.45) 
Ｃ Ｃ 

②レファレンス（調査相談）件数 1,660 589 0 

２ 
中学生・高校生の読書活動の充実 

③中学生・高校生向けの企画実施件数 4 4 1 Ａ Ａ 

３ 

障がい者サービス用資料の充実 

④デイジー図書貸出数 22 35 2 

Ａ Ａ ⑤大活字本貸出数 1,500 1,471 1 

⑥朗読ＣＤ貸出数 200 397 2 

４ 
図書館職員研修の充実 

⑦研修会への参加人数（参加件数） 90（12） 76（17） 0.84（1.42） Ｂ Ｂ 

５ 
図書館職員体制の充実 

⑧職員の司書有資格者数 43 45 1.05 Ａ Ａ 

６ 
職場体験等（小中高）の受入の推進 

⑨職場体験等（小中高）の受入件数 60 11 0.18 Ｂ Ｂ 

 

2021 年度はコロナ禍の影響で、133 日～108 日間の臨時休館や入館制限等があり、めざそう値を達成し

た指標は 4 つ、未達成は 5 つという結果になった。また、上記の指標や当該事務事業の必要性について、

総合評価を実施した。内部評価及び外部評価ともに、A評価が 3項目、B評価が 2項目、C評価が 1項目、 

D・E評価は 0項目であった。 

 

 【評価の総括】 

  総合評価において、「Ｃ」評価になった「Ⅰ-1-(1)資料・情報提供サービスの充実」については、より重

点的な取り組みが求められる。また、コロナ禍による開館制限で目標達成が困難な指標や、達成した値が

目標値と乖離した指標は、めざそう値を見直す必要があると考える。 

  評価結果に関わらず、指標ごとの課題については、今後も改善に向けて取り組む必要がある。 
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９ 那覇市立図書館予算・決算額（2019年度～2022年度） 

       年度 

 

節区分 

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

予算額

（千円） 
決算額 

予算額

（千円） 
決算額 

予算額

（千円） 
決算額 

予算額 

（千円） 

図書館費 148,362 142,262,035 166,810 162,378,148 187,151 181,245,245 170,007 

報酬 47,688 45,811,597 47,267 46,732,647 49,883 49,158,527 50,994 

職員手当 - - 6,159 6,158,275 8,424 8,411,419 8,725 

報償費 142 86,000 0 0 16 0 142 

旅費 32 31,200 1,684 1,387,847 1,974 1,824,293 2,833 

需用費 26,336 25,039,211 24,252 23,231,621 26,811 25,985,968 25,980 

消耗品費 9,012 8,987,609 9,526 9,501,652 8,778 8,714,701 8,942 

（うち図書費） (6,135) (6,117,579) (6,198) (6,182,892) (6,024) (6,015,772) (6,094) 

燃料費 54 50,641 48 36,724 54 53,340 49 

印刷製本費 700 631,792 551 517,000 705 620,400 506 

光熱水費 12,335 11,579,476 11,070 10,148,527 12,409 11,979,513 12,418 

修繕費(施設等) 4,125 3,707,345 2,866 2,865,552 4,681 4,597,054 3,881 

修繕費(備品) 88 61,492 171 141,460 163 0 163 

医薬材料費 21 20,856 21 20,706 21 20,960 21 

役務費 843 800,558 833 724,508 847 668,836 844 

通信運搬費 696 695,992 696 632,952 730 577,280 727 

手数料 106 66,310 96 56,100 76 56,100 76 

火災保険料 41 38,256 41 35,456 41 35,456 41 

委託料 29,961 26,302,909 28,899 27,945,522 33,375 29,639,307 35,447 

使用料及び賃借料 19,892 19,706,564 20,389 20,218,856 40,757 40,499,345 23,352 

工事請負費 - - 6,380 6,307,240 - - - 

備品購入費 23,339 23,314,522 30,817 29,542,632 24,935 24,928,550 21,561 

（うち図書費） (23,302) (23,294,458) (23,514) (23,506,316) (23,431) (23,424,850) (21,561) 

負担金、補助金及び交付金 129 129,000 129 129,000 129 129,000 129 

 

 

 

１０ 那覇市立図書館（当初）予算額の推移（ 2017年度～2022年度 ）  

 図書資料費 

（合計） 

雑誌・新聞・

逐次刊行物 
合計 

 

一般図書 児童図書 郷土図書 

2017年度（平成29年度） 31,249 6,125 25,124 16,462 6,662 2,000 

2018年度（平成30年度） 31,743 6,159 25,584 16,462 6,760 2,362 

2019年度（令和元年度） 29,437 6,135 23,302 16,462 6,460 1,380 

2020年度（令和２年度） 29,599 6,164 23,435 15,461 6,460 1,514 

2021年度（令和３年度） 29,451 6,020 23,431 15,671 6,460 1,300 

令和４年度（2022） 27,655 6,094 21,561 14,250 5,661 1,650 

単位：千円 
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2021年度 那覇市立図書館 利用状況（前年度比） 

  
中央 

図書館 

牧志駅前 

ほしぞら 

図書館 

小禄南 

図書館 

首里 

図書館 

若狭 

図書館 

石嶺 

図書館 

繁多川 

図書館 
合 計 

貸
出
冊
数 

2020 

年度 
124,949 141,078 157,518 87,116 72,155 104,580 83,753 771,149 

2021 

年度 
118,760 138,497 155,864 81,652 55,388 102,001 73,967 726,129 

前年度比 

（％） 95.0  98.2  98.9  93.7  76.8  97.5  88.3  94.2  

蔵
書
数 

2020 

年度 
177,108 105,726 85,934 81,539 73,835 75,395 65,809 665,346 

2021 

年度 
176,258 107,305 85,838 83,152 74,888 73,887 67,700 669,028 

前年度比 

（％） 99.5 101.5 99.9 102.0 101.4 98.0 102.9 100.6 

来
館
者
数 

2020 

年度 
45,387 53,766 49,897 23,130 29,498 27,204 21,346 250,228 

2021 

年度 
36,365 45,934 45,293 21,310 21,705 24,860 18,069 213,536 

前年度比 

（％） 80.1  85.4  90.8  92.1  73.6  91.4  84.6  85.3  

※雑誌は蔵書冊数に含めない。 
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全館蔵書冊数 

2022年3月31日現在（単位：冊） 

  
中央 

図書館 

牧志駅前 

ほしぞら 

図書館 

小禄南 

図書館 

首里 

図書館 

若狭 

図書館 

石嶺 

図書館 

繁多川 

図書館 
全館合計 

一

般

書 

０ 総記 6,846 3,892 1,362 1,532 1,469 981 1,804 17,886 

（うち郷土） (2,305) (484) (379) (384) (437) (115) (357) (4,461) 

１ 哲学 5,794 3,249 2,487 2,186 1,653 1,628 1,904 18,901 

（うち郷土） (476) (105) (112) (110) (82) (112) (65) (1,062) 

２ 歴史 15,937 7,115 4,505 5,633 3,846 3,463 4,462 44,961 

（うち郷土） (8,670) (3,219) (1,998) (2,405) (1,723) (1,675) (2,184) (21,874) 

３ 社会 25,051 11,272 8,183 8,142 6,204 6,060 6,216 71,128 

（うち郷土） (7,685) (1,990) (1,736) (1,766) (1,653) (1,453) (1,315) (17,598) 

４ 自然 8,679 5,507 3,870 3,422 2,791 3,072 3,245 30,586 

（うち郷土） (1,572) (591) (461) (388) (308) (425) (424) (4,169) 

５ 工学 8,765 6,044 5,891 4,672 4,253 3,854 5,062 38,541 

（うち郷土） (1,223) (463) (345) (395) (308) (274) (310) (3,318) 

６ 産業 4,131 2,144 1,552 1,342 1,308 1,409 1,644 13,530 

（うち郷土） (1,141) (325) (249) (239) (205) (198) (178) (2,535) 

７ 芸術 11,968 5,435 4,420 4,591 4,883 4,439 4,754 40,490 

（うち郷土） (3,559) (961) (864) (943) (830) (719) (920) (8,796) 

８ 語学 2,549 1,165 908 973 596 902 1,136 8,229 

（うち郷土） (740) (159) (134) (161) (110) (155) (147) (1,606) 

９ 文学 32,677 23,414 19,079 17,442 13,523 15,669 10,959 132,763 

（うち郷土） (4,736) (1,332) (1,207) (1,275) (1,001) (1,126) (684) (11,361) 

合計 122,397 69,237 52,257 49,935 40,526 41,477 41,186 417,015 

（うち郷土） (32,107) (9,629) (7,485) (8,066) (6,657) (6,252) (6,584) (76,780) 

児童書 51,264 38,053 31,623 33,211 30,044 29,278 22,488 235,961 

（うち郷土） (1,046) (626) (446) (651) (465) (509) (445) (4,188) 

ＡＶ 912 0 1,956 0 4,309 3,124 4,021 14,322 

（うち郷土） (190) (0) (520) (0) (959) (636) (1,929) (4,234) 

点字図書 1,422 15 2 6 9 8 5 1,467 

（うち郷土） (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 

デイジー図書 263 0 0 0 0 0 0 263 

（うち郷土） (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 

合 計 176,258 107,305 85,838 83,152 74,888 73,887 67,700 669,028 

（うち郷土） (33,343) (10,255) (8,451) (8,717) (8,081) (7,397) (8,958) (85,202) 
 

雑誌 5,834 6,243 6,295 4,927 4,364 4,472 4,816 36,951 

※雑誌は蔵書冊数に含めない 
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2021年度 館別・分類別貸出冊数 

2021年4月1日～2022年3月31日（単位：冊） 

  
中央 

図書館 

牧志駅前 

ほしぞら 

図書館 

小禄南 

図書館 

首里 

図書館 

若狭 

図書館 

石嶺 

図書館 

繁多川 

図書館 
合 計 

一

般

書 

０ 総記 2,138 3,226 1,345 1,078 726 921 871 10,305 

１ 哲学 4,732 4,051 4,645 2,654 1,854 2,200 2,360 22,496 

２ 歴史 2,888 2,904 1,668 1,531 1,397 1,028 1,074 12,490 

３ 社会 8,183 7,567 6,879 3,853 3,113 4,333 3,523 37,451 

４ 自然 5,278 5,430 5,019 3,111 2,035 3,222 2,481 26,576 

５ 工学 10,223 10,416 12,935 6,654 4,151 7,271 5,840 57,490 

６ 産業 1,893 1,590 1,521 946 877 1,581 896 9,304 

７ 芸術 5,897 5,766 5,704 3,090 3,568 5,205 3,651 32,881 

８ 語学 1,527 1,090 831 509 319 445 466 5,187 

９ 文学 22,425 23,557 19,271 16,295 9,484 14,318 11,773 117,123 

計 65,184 65,597 59,818 39,721 27,524 40,524 32,935 331,303 

児童書 39,864 59,510 78,992 34,288 17,157 45,766 31,032 306,609 

雑 誌 7,922 8,221 10,422 4,598 5,030 6,378 4,944 47,515 

Ａ Ｖ 1,659 810 3,768 546 3,988 5,804 3,381 19,956 

郷土・行政 4,040 4,258 2,820 2,420 1,650 3,470 1,627 20,285 

点字図書 43 54 8 24 7 36 5 177 

デイジー図書 10 0 0 6 0 3 16 35 

そ の 他 38 47 36 49 32 20 27 249 

合 計 118,760 138,497 155,864 81,652 55,388 102,001 73,967 726,129 
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2021年度 館別・月別貸出冊数 

（単位：冊） 

  
中央 

図書館 

牧志駅前 

ほしぞら 

図書館 

小禄南 

図書館 

首里 

図書館 

若狭 

図書館 

石嶺 

図書館 

繁多川 

図書館 
合 計 

４月 13,411 15,034 17,293 9,230 7,589 11,670 8,661 82,888 

（一日平均） (559) (654) (721) (401) (316) (486) (377) (3,514) 

５月 12,892 15,937 16,496 10,731 6,553 11,011 5,819 79,439 

（一日平均） (758) (885) (970) (596) (385) (648) (448) (4,690) 

６月 998 236 355 55 84 86 210 2,024 

（一日平均） - - - - - - - - 

７月 5,586 7,326 9,315 4,712 2,456 4,809 4,978 39,182 

（一日平均） (1,397) (1,832) (2,329) (1,571) (819) (1,202) (1,245) (10,796) 

８月 1,599 164 598 39 152 208 492 3,252 

（一日平均） - - - - - - - - 

９月 2,882 3,453 3,841 2,127 1,772 2,181 2,460 18,716 

（一日平均） - - - - - - - - 

１０月 14,157 18,007 20,045 8,716 6,413 13,371 9,407 90,116 

（一日平均） (545) (720) (771) (436) (305) (514) (376) (3,790) 

１１月 13,205 16,673 16,256 8,930 6,020 10,809 8,223 80,116 

（一日平均） (574) (695) (707) (425) (317) (470) (343) (3,630) 

１２月 12,497 15,027 16,357 8,467 5,847 11,236 8,416 77,847 

（一日平均） (543) (653) (711) (368) (308) (489) (366) (3,540) 

１月 14,524 14,732 19,340 9,687 6,379 12,748 8,761 86,171 

（一日平均） (692) (702) (921) (461) (375) (607) (417) (4,175) 

２月 13,278 15,157 18,021 9,333 5,925 11,844 8,317 81,875 

（一日平均） (632) (722) (858) (444) (349) (564) (396) (3,965) 

３月 13,731 16,751 17,947 9,625 6,198 12,028 8,223 84,503 

（一日平均） (549) (670) (718) (385) (295) (481) (329) (3,427) 

合計 118,760 138,497 155,864 81,652 55,388 102,001 73,967 726,129 

（一日平均） (645) (753) (847) (467) (351) (554) (413) (4,030) 
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2021年度 館別・月別貸出人数 

（単位：人） 

  
中央 

図書館 

牧志駅前 

ほしぞら 

図書館 

小禄南 

図書館 

首里 

図書館 

若狭 

図書館 

石嶺 

図書館 

繁多川 

図書館 
合 計 

４月 7,804 3,174 2,989 2,086 1,884 2,411 1,849 22,197 

（一日平均） (325) (138) (125) (91) (79) (100) (80) (925) 

５月 7,312 3,004 2,600 2,123 1,526 1,979 1,114 19,658 

（一日平均） (430) (167) (153) (118) (90) (116) (86) (1,156) 

６月 863 15 54 7 14 12 39 1,004 

（一日平均） - - - - - - - - 

７月 2,253 1,346 1,446 941 593 866 899 8,344 

（一日平均） (563) (337) (362) (314) (198) (217) (225) (2,086) 

８月 1,073 23 117 15 51 14 68 1,361 

（一日平均） - - - - - - - - 

９月 1,211 746 855 516 426 469 490 4,713 

（一日平均） - - - - - - - - 

１０月 7,805 3,500 3,177 1,816 1,488 2,526 1,859 22,171 

（一日平均） (300) (140) (122) (91) (71) (97) (74) (853) 

１１月 7,558 3,510 2,772 1,848 1,470 2,214 1,691 21,063 

（一日平均） (329) (146) (121) (88) (77) (96) (70) (916) 

１２月 7,222 3,215 2,660 1,792 1,398 2,176 1,778 20,241 

（一日平均） (314) (140) (116) (78) (74) (95) (77) (880) 

１月 8,729 2,903 2,928 1,849 1,415 2,150 1,710 21,684 

（一日平均） (416) (138) (139) (88) (83) (102) (81) (1,033) 

２月 7,889 3,163 2,863 1,834 1,388 2,172 1,719 21,028 

（一日平均） (376) (151) (136) (87) (82) (103) (82) (1,001) 

３月 8,467 3,463 2,954 1,998 1,498 2,374 1,686 22,440 

（一日平均） (339) (139) (118) (80) (71) (95) (67) (898) 

合計 68,186 28,062 25,415 16,825 13,151 19,363 14,902 185,904 

（一日平均） (371) (153) (138) (96) (83) (105) (83) (130) 

※6月8月9月は全日臨時休館 
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貸出冊数・蔵書冊数・来館者数・レファレンス(調査相談) 10年間の推移  

 貸出冊数 （市民一人あたり） 蔵書冊数 （市民一人あたり） 来館者数 
ﾚﾌｧﾚﾝｽ件数

（調査相談） 

2012年度（ H24 ） 1,004,026 (  3.13  ) 628,437 (  1.96  ) 0 414 

2013年度（ H25 ） 1,080,839 (  3.36  ) 629,703 (  1.96  ) 443,976 935 

2014年度（ H26 ） 1,057,334 (  3.28  ) 640,363 (  1.99  ) 461,360 781 

2015年度（ H27 ） 1,085,425 (  3.36  ) 647,624 (  2.00  ) 473,736 941 

2016年度（ H28 ） 1,073,136 (  3.32  ) 655,011 (  2.03  ) 469,305 907 

2017年度（ H29 ） 1,049,897 (  3.26  ) 656,235 (  2.04  ) 461,326 1,081 

2018年度（ H30 ） 1,082,859 (  3.37  ) 660,512 (  2.06  ) 450,954 1,012 

2019年度（ R01 ） 972,684 (  3.03  ) 660,406 (  2.06  ) 398,773 961 

2020年度（ R02 ） 771,149 (  2.42  ) 665,346 (  2.09  ) 250,228 648 

2021年度（ R03 ） 726,129 (  2.29  ) 669,028 (  2.11  ) 213,536 589 

 

 

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03

貸出冊数 1,004,026 1,080,839 1,057,334 1,085,425 1,073,136 1,049,897 1,082,859 972,684 771,149 726,129

蔵書冊数 628,437 629,703 640,363 647,624 655,011 656,235 660,512 660,406 665,346 669,028
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視聴覚教材の年度別利用状況 

機 器 教 材 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 

１６ミリ映画教材 （本） 359 209 528 19 208 

１６ミリ映写機 （台） 361 498 120 15 50 

ビデオ教材 （本） 37 11 7 0 0 

スクリーン （台） 376 340 72 24 104 

スライド映写機 （台） 2 0 0 0 0 

ＯＨＰ （台） 7 6 0 0 0 

液晶プロジェクター （台） 493 452 425 184 182 

そ  の  他   64 44 26 14 49 

合     計 1,699 1,560 1,178 261 593 

 

団体別 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 

保 育 園（所） 

※認定こども園含む  96 53 39 17 8 

幼 稚 園  1 2 0 0 0 

児 童 館 7 5 0 0 13 

小 学 校  2 5 1 0 0 

中 学 校  2 0 0 0 0 

高 等 学 校  0 0 1 0 0 

団 体・グループ  344 328 347 173 3 

そ の 他  138 121 88 35 28 

合     計 590 514 476 255 52 

フイルム・ビデオ利用者数 22,765 13,033 8,259 1,442 322 
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２０２１年度ベストリーダー 
2021年度（2021年4月1日～2022年3月31日）に那覇市立図書館で最も貸出の多かった資料。 

 

【ベストリーダー 一般書】 

順位 回数 資料名 巻次 著者名 出版社 

1 127 沈黙のパレード  東野 圭吾∥著 文藝春秋 

2 126 素敵な日本人  東野 圭吾∥著 光文社 

3 119 落日  湊 かなえ∥[著] 角川春樹事務所 

3 119 52ヘルツのクジラたち  町田 そのこ∥著 中央公論新社 

5 117 希望の糸  東野 圭吾∥著 講談社 

6 110 さよならの儀式  宮部 みゆき∥著 河出書房新社 

7 107 元彼の遺言状  新川 帆立∥著 宝島社 

8 104 店長がバカすぎて  早見 和真∥[著] 角川春樹事務所 

8 104 流浪の月  凪良 ゆう∥著 東京創元社 

8 104 嫌われる勇気  岸見 一郎∥著 ダイヤモンド社 

11 102 推し、燃ゆ  宇佐見 りん∥著 河出書房新社 

12 101 大家さんと僕  矢部 太郎∥著 新潮社 

13 100 ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人  東野 圭吾∥著 光文社 

13 100 ライオンのおやつ  小川 糸∥著 ポプラ社 

15 99 お探し物は図書室まで  青山 美智子∥著 ポプラ社 

15 99 大家さんと僕 これから  矢部 太郎∥著 新潮社 

17 98 そして、バトンは渡された  瀬尾 まいこ∥著 文藝春秋 

17 98 少年と犬  馳 星周∥著 文藝春秋 

19 96 ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー [1] ブレイディみかこ∥著 新潮社 

20 95 宝島  真藤 順丈∥著 講談社 

20 95 逆ソクラテス  伊坂 幸太郎∥著 集英社 

22 94 スマホ脳  アンデシュ ハンセン∥著 新潮社 

23 93 白鳥とコウモリ  東野 圭吾∥著 幻冬舎 

23 93 オルタネート  加藤 シゲアキ∥著 新潮社 

25 92 魔力の胎動  東野 圭吾∥著 KADOKAWA 

26 90 「繊細さん」の本  武田 友紀∥著 飛鳥新社 

27 89 カケラ  湊 かなえ∥著 集英社 

27 89 クスノキの番人  東野 圭吾∥著 実業之日本社 

29 86 FACTFULNESS  ハンス ロスリング∥著 日経 BP社 

30 83 ケーキの切れない非行少年たち  宮口 幸治∥著 新潮社 

31 81 昨日がなければ明日もない  宮部 みゆき∥著 文藝春秋 

32 80 「育ちがいい人」だけが知っていること  諏内 えみ∥著 ダイヤモンド社 

32 80 心淋し川  西條 奈加∥著 集英社 

32 80 82年生まれ、キム・ジヨン  チョ ナムジュ∥著 筑摩書房 

35 79 本当の自由を手に入れるお金の大学  両@リベ大学長∥著 朝日新聞出版 

36 78 「大家さんと僕」と僕  矢部 太郎∥ほか著 新潮社 

36 78 崩れる脳を抱きしめて  知念 実希人∥著 実業之日本社 

36 78 愛なき世界  三浦 しをん∥著 中央公論新社 

39 76 かがみの孤城  辻村 深月∥著 ポプラ社 

40 75 マスカレード・ナイト  東野 圭吾∥著 集英社 

41 73 未来  湊 かなえ∥著 双葉社 

42 71 女のいない男たち  村上 春樹∥著 文藝春秋 

42 71 コンビニ人間  村田 沙耶香∥著 文藝春秋 

42 71 世界一美味しい手抜きごはん  はらぺこグリズリー∥著 KADOKAWA 

42 71 透明な螺旋  東野 圭吾∥著 文藝春秋 
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【ベストリーダー 児童書】 

順位 回数 資料名 巻次 著者名 出版社 

1 111 おしりたんてい かいとう VSたんてい  トロル∥さく え ポプラ社 

2 105 おしりたんてい むらさきふじんのあんごうじけん  トロル∥さく  え ポプラ社 

3 104 おしりたんてい いせきからの SOS  トロル∥さく え ポプラ社 

4 102 おしりたんてい ふめつのせっとうだん  トロル∥さく え ポプラ社 

4 102 おしりたんてい ププッおおどろぼうあらわる!  トロル∥さく え ポプラ社 

6 101 かいけつゾロリきょうふのエイリアン  原 ゆたか∥さく え ポプラ社 

7 100 おしりたんてい あやうしたんていじむしょ  トロル∥さく え ポプラ社 

8 99 バムとケロのおかいもの  島田 ゆか∥作 絵 文渓堂 

8 99 ねないこだれだ  せな けいこ∥さく え 福音館書店 

10 98 このあとどうしちゃおう  ヨシタケ シンスケ∥作 ブロンズ新社 

11 96 おしりたんてい ププッおしりたんていがふたりいる!?  トロル∥さく え ポプラ社 

12 95 そらの 100かいだてのいえ  いわい としお∥[作] 偕成社 

13 93 かいけつゾロリのおいしい金メダル  原 ゆたか∥さく え ポプラ社 

14 92 おしりたんてい ププッレインボーダイヤをさがせ!  トロル∥さく え ポプラ社 

14 92 バムとケロのそらのたび  島田 ゆか∥作 絵 文渓堂 

16 90 ころべばいいのに  ヨシタケ シンスケ∥作 ブロンズ新社 

16 90 もうぬげない  ヨシタケ シンスケ∥作 ブロンズ新社 

16 90 だるまさんが  かがくい ひろし∥さく ブロンズ新社 

19 89 バムとケロのもりのこや  島田 ゆか∥作 絵 文溪堂 

20 88 ドラえもん科学ワールド恐竜と失われた動物たち  藤子 F 不二雄∥まんが 小学館 

21 87 だるまさんと  かがくい ひろし∥さく ブロンズ新社 

21 87 ふまんがあります  ヨシタケ シンスケ∥作 絵 PHP研究所 

21 87 バムとケロのにちようび  島田 ゆか∥作 絵 文渓堂 

21 87 かいけつゾロリのてんごくとじごく  原 ゆたか∥さく え ポプラ社 

25 86 バムとケロのさむいあさ  島田 ゆか∥作 絵 文渓堂 

26 85 くつやさんとおばけ  いわさき さとこ∥作 BL出版 

27 84 おしりたんてい かいとうとねらわれたはなよめ  トロル∥さく え ポプラ社 

28 83 なつみはなんにでもなれる  ヨシタケ シンスケ∥作 絵 PHP研究所 

29 82 おしりたんてい カレーなるじけん  トロル∥さく え ポプラ社 

29 82 うみの 100かいだてのいえ  いわい としお∥[作] 偕成社 

29 82 きょだいなガチャガチャ  大橋 慶子∥作 絵 教育画劇 

29 82 りゆうがあります  ヨシタケ シンスケ∥作 絵 PHP研究所 

33 81 きえた!?かいけつゾロリ  原 ゆたか∥さく え ポプラ社 

33 81 それしかないわけないでしょう  ヨシタケ シンスケ∥著 白泉社 

33 81 日本史探偵コナン 
[シーズ

ン 1]-4 青山 剛昌∥原作 小学館 

33 81 100かいだてのいえ  いわい としお∥[作] 偕成社 

33 81 かいけつゾロリイシシ・ノシシ大ピンチ!!  原 ゆたか∥さく え ポプラ社 

33 81 もりの 100かいだてのいえ  いわい としお∥[作] 偕成社 

39 80 おしりたんてい ププッゆきやまのしろいかいぶつ!?  トロル∥さく え ポプラ社 

39 80 あきらがあけてあげるから  ヨシタケ シンスケ∥作 絵 PHP研究所 

39 80 かいけつゾロリのだ・だ・だ・だいぼうけん! 後編 原 ゆたか∥さく え ポプラ社 

39 80 水不足のサバイバル  スウィートファクトリー∥文 朝日新聞出版 

39 80 鳥のサバイバル 1 ゴムドリ co.∥文 朝日新聞出版 

44 79 しろくまちゃんのほっとけーき  わかやま けん∥[絵] こぐま社 

44 79 だるまさんの  かがくい ひろし∥さく ブロンズ新社 

44 79 おしりたんてい ラッキーキャットはだれのてに!  トロル∥さく え ポプラ社 

47 78 あつかったらぬげばいい  ヨシタケ シンスケ∥著 白泉社 

48 77 こんとあき  林 明子∥さく 福音館書店 

48 77 かいけつゾロリきょうふのちょうとっきゅう  原 ゆたか∥さく え ポプラ社 

48 77 ないしょのオリンピック  もとした いづみ∥ぶん ほるぷ出版 

48 77 おしりたんてい ププッきえたおべんとうのなぞ!  トロル∥さく え ポプラ社 
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【ベストリーダー 郷土資料】 

順位 回数 資料名 巻次 著者名 出版社 

1 95 首里の馬  高山 羽根子∥著 新潮社 

2 89 沖縄から貧困がなくならない本当の理由  樋口 耕太郎∥著 光文社 

3 88 海をあげる  上間 陽子∥著 筑摩書房 

4 79 裸足で逃げる  上間 陽子∥著 太田出版 

5 78 おばぁタイムス  大城 さとし∥著 沖縄タイムス社 

6 77 沖縄で好きになった子が方言すぎてツラすぎる 1 空 えぐみ∥著 新潮社 

7 74 がじゅまるファミリー 1 ももココロ∥著 琉球新報社 

8 69 沖縄で好きになった子が方言すぎてツラすぎる 2 空 えぐみ∥著 新潮社 

9 67 沖縄のトリセツ   昭文社 

10 63 がじゅまるファミリー 6 ももココロ∥著 琉球新報社 

11 61 ヤンキーと地元  打越 正行∥著 筑摩書房 

11 61 まんぷく沖縄  てらい まき∥著 KADOKAWA 

13 60 那覇 100年の物語  那覇市市制 100周年記念映

像・記念誌制作委員会∥編集 

ボーダーインク 

14 57 がじゅまるファミリー 5 ももココロ∥著 琉球新報社 

15 56 アゲアゲめし公式ガイドブック   ぴあ 

15 56 おばぁタイムス 2 大城 さとし∥著 沖縄タイムス社 

15 56 おばぁタイムス 4 大城 さとし∥著 沖縄タイムス社 

15 56 琉球怪談 キジムナーの巻  太田 基之∥画 小学館 

19 55 琉球怪談 マブイグミの巻  太田 基之∥画 小学館 

19 55 がじゅまるファミリー 8 ももココロ∥著 琉球新報社 

21 54 がじゅまるファミリー 3 ももココロ∥著 琉球新報社 

22 53 琉球怪談  太田 基之∥画 小学館 

23 52 宝島  真藤 順丈∥著 講談社 

24 50 おばぁタイムス 3 大城 さとし∥著 沖縄タイムス社 

25 49 夜を彷徨(さまよ)う  琉球新報取材班∥著 朝日新聞出版 

26 48 琉球警察  伊東 潤∥著 角川春樹事務所 

26 48 海神の島  池上 永一∥著 中央公論新社 

28 47 がじゅまるファミリー 4 ももココロ∥著 琉球新報社 

28 47 沖縄で好きになった子が方言すぎてツラすぎる 3 空 えぐみ∥著 新潮社 

30 46 がじゅまるファミリー 7 ももココロ∥著 琉球新報社 

30 46 家庭でつくる沖縄行事料理とふるまい料理  家庭料理友の会∥編 むぎ社 

32 45 がじゅまるファミリー 2 ももココロ∥著 琉球新報社 

33 44 おばぁタイムス 5 大城 さとし∥著 沖縄タイムス社 

34 42 沖縄さかな図鑑  下瀬 環∥著 沖縄タイムス社 

34 42 おきなわ木の実さんぽ  安里 肇栄∥写真 文 ボーダーインク 

34 42 シウマさんの琉球風水開運術!  シウマ∥著 KADOKAWA 

37 41 エイトマン 1 大城  さとし 沖縄タイムス社 

38 40 沖縄怪異譚大全  小原 猛∥著 ボーダーインク 

39 39 那覇・末吉公園を歩く楽しい植物ウォッチング  身近な植物をみる会∥編著 ボーダーインク 

40 38 「近い昔」の沖縄・33話  大城 将保∥著 高文研 

40 38 おばぁタイムス 6 大城 さとし∥著 沖縄タイムス社 

40 38 おうちでうちなーごはん!  はやかわ ゆきこ∥絵と文 ボーダーインク 

43 37 猫力  仲村 清司∥原作 アスコム 

43 37 おきなわ野山の花さんぽ  安里 肇栄∥写真 文 ボーダーインク 

43 37 沖縄でしたい 100のこと [2020]  JTBパブリッシング 

43 37 沖縄で楽しむ家庭菜園  喜久山 守良∥著 琉球新報社 

47 35 ぼくの<那覇まち>放浪記  新城 和博∥著 ボーダーインク 

47 35 pen+   CCCメディアハウス 

49 34 地元を生きる  岸 政彦∥著 ナカニシヤ出版 

50 33 アメリカンビレッジの夜  アケミ  ジョンソン∥著 紀伊國屋書店 

50 33 カクテル・パーティー  大城 立裕∥著 岩波書店 
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【ベストリーダー 雑誌】 

順位 回数 資料名 出版社 

1 81 クロワッサン 2021-3/10  No.1040 マガジンハウス 

2 78 クロワッサン 2021-2/25  No.1039 マガジンハウス 

2 78 クロワッサン 2021-3/25  No.1041 マガジンハウス 

4 73 クロワッサン 2021-1/10  No.1036 マガジンハウス 

5 67 クロワッサン 2021-6/10  No.1046 マガジンハウス 

5 67 クロワッサン 2021-4/25  No.1043 マガジンハウス 

7 65 クロワッサン 2021-2/10  No.1038 マガジンハウス 

7 65 クロワッサン 2021-1/25  No.1037 マガジンハウス 

9 64 文藝春秋 [2021年]8月号 文藝春秋 

9 64 文藝春秋 [2021年]3月特別号 文藝春秋 

11 63 クロワッサン 2021-7/10  No.1048 マガジンハウス 

12 62 文藝春秋 [2021年]9月特別号 文藝春秋 

12 62 クロワッサン 2020-8/10  No.1026 マガジンハウス 

14 61 クロワッサン 2020-12/25  No.1035 マガジンハウス 

15 60 クロワッサン 2020-7/25  No.1025 マガジンハウス 

15 60 クロワッサン 2021-9/10  No.1052 マガジンハウス 

15 60 クロワッサン 2021-6/25  No.1047 マガジンハウス 

15 60 クロワッサン 2020-12/10  No.1034 マガジンハウス 

19 59 クロワッサン 2021-7/25  No.1049 マガジンハウス 

20 57 クロワッサン 2021-5/25  No.1045 マガジンハウス 

20 57 クロワッサン 2020-10/10  No.1030 マガジンハウス 

22 56 クロワッサン 2021-8/10  No.1050 マガジンハウス 

23 55 クロワッサン 2021-5/10  No.1044 マガジンハウス 

23 55 クロワッサン 2021-10/25 No.1055 マガジンハウス 

25 54 文藝春秋 [2021年]2月号 文藝春秋 

25 54 天然生活 Mar-21 扶桑社 

25 54 暮しの手帖 2021-2-3月号  第 10号 暮しの手帖社 

28 53 文藝春秋 [2021年]11月号 文藝春秋 

29 51 おきなわいちば 2020/12/05  第 18巻第 3号  vol.71 光文堂コミュニケーションズ 

29 51 文藝春秋 [2021年]7月特別号 文藝春秋 

31 50 クロワッサン 2021-8/25  No.1051 マガジンハウス 

31 50 文藝春秋 [2021年]10月号 文藝春秋 

31 50 文藝春秋 [2021年]5月号 文藝春秋 

31 50 文藝春秋 Jan-21 文藝春秋 

35 48 天然生活 Oct-20 扶桑社 

35 48 クロワッサン 2020-10/25  No.1031 マガジンハウス 

35 48 日経 WOMAN Mar-21 日経 BP 

38 47 文藝春秋 [2021年]12月号 文藝春秋 

38 47 クロワッサン 2020-6/10  No.1022 マガジンハウス 

38 47 クロワッサン 2020/04/25  第 44巻第 08号   No1019 マガジンハウス 

38 47 クロワッサン 2020-5/25  No.1021 マガジンハウス 

38 47 文藝春秋 [2021年]4月号 文藝春秋 

43 46 オレンジページ Feb-21 オレンジページ 

44 45 天然生活 Aug-20 扶桑社 

44 45 クロワッサン 2020-11/25  No.1033 マガジンハウス 

44 45 クロワッサン 2021-4/10  No.1042 マガジンハウス 

44 45 LDK 2021-4月号 晋遊舎 

44 45 天然生活 Jul-21 扶桑社 

44 45 おきなわいちば 2021/06/05  第 19巻第 2号 vol.73 光文堂コミュニケーションズ 
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【ベストリーダー ＣＤ】 

順位  回数 資料名 著者名 出版社 

1 36 ＢＯＯＴＬＥＧ 米津玄師∥歌手 ソニー・ミュージック

ソリューションズ 

2 30 沖縄ちゅら音オルゴール オリジナルアーティスト：01.浦島太郎（桐谷健太）  

02. 夏 川 り み ,BIGIN  03.BOOM  04.BIGIN  

05.Cocco  06.HY  07.喜納昌吉＆チャンプルーズ  

08.夏川りみ、古謝美佐子  09.BIGIN  10.森山良

子  11.MONGOL800  12.ORANGE RANGE  13.Kiroro 

オーマガトキ 

3 29 JAZZで聴く～TSUNAMI  桑田佳

祐作品集 

THOMAS HRADIN TRIO || 演奏 桑田佳祐 || 作詞・

作曲 神山純一 || アレンジ・プロデューサー 

ビクター・エンタテイ

メント 

3 29 Ｗｅ Ｌｏｖｅ沖縄  株式会社オーマガトキ 

3 29 中村  紘子が選ぶピアノ名曲集  

エリ－ゼのために 

中村  紘子∥演奏者 ソニ－レコ－ド株式会

社 

3 29 ジャズで聴く宇多田ヒカル作品

集 III 

THOMAS HRADIN TRIO || 演奏 宇多田ヒカル || 作

詞・作曲 神山純一 || アレンジ・プロデューサー 

Tri-m 

3 29 ザ・ウェイ・ユー・ルック・ト

ゥナイト 

レネ・パウロ∥演奏 エイベックス・ミュージ

ック・クリエイティブ 

8 28 恋人たちのささやき～ウィスパ

ー・オブ・ラバーズ 

リチャード・マークス∥その他∥音楽アーティスト 日本クラウン株式会社 

8 28 ザ・ベスト・オブ・ジャズ・ピ

アノ  ブルーノート編 

１．セロニアス・モンク∥演奏  ２．バド・パウエ

ル∥演奏  ３．ホレス・シルヴァー∥演奏  ４．ケ

ニー・ドリュー∥演奏  ５．ソニー・クラーク∥演

奏  ６．デューク・ジョーダン∥演奏  ７．ザ・ス

リー・サウンズ∥演奏  ８．セシル・テイラー∥演

奏  ９．ハービー・ハッンコック∥演奏  １０．チ

ック・コリア∥演奏  １１．ミシェル・ペトルチア

ーニ∥演奏  １２．ベニー・グリーン∥演奏  １

３．ジャッキー・テラソン∥演奏  １４．大西順子

∥演奏 

東芝ＥＭＩ 

8 28 愛を叫べ  Ｌｏｖｅ ｓｏ ｓｗ

ｅｅｔ  α波オルゴール 

ブルーライトワークス∥編曲  

11 27 御前風  おめでたい日の音楽と

舞踊 

喜瀬  慎仁ほか∥沖縄民謡 マルフクレコード 

11 27 ＨＡＰＰＹ  ＷＥＤＤＩＮＧ ブルーライトワークス∥演奏・編曲 デラ 

13 24 沖縄おめでたい歌  決定盤 結ヌ会  大城志津子民謡グループ∥演奏  金城栄

五郎  大城志津子∥歌・三線指導 

リスペクトレコード 

14 23 琉球舞踊曲大全集 野村流古典音楽保存会  会長  安富祖竹久∥監修  

城間徳太郎、上地源照、玉城政文∥指導 

14 

15 20 ６０周年ヒストリック・オリジ

ナル・コレクション 

ベンチャーズ∥演奏 ポニーキャニオン 

15 20 Ｌｅｔ’ｓ  Ｇｏ！令和キッズ

こどもヒットソング  うたっち

ゃう！おどっちゃう！ 

そらのたかみ,初見和穂,並木のり子,和田琢磨,佐

藤弘道,高瀬 makoring"麻里子 

竹内浩明 

15 20 ＰＯＰ  ＶＩＲＵＳ 星野  源 ∥歌手 ビクターエンターティ

ンメント 

15 20 ＳＴＯＲＹ ＨＹ∥バンド  

19 19 俺たちを虜にした昭和洋楽 01.ﾍﾞｲ・ｼﾃｨ・ﾛｰﾗｰｽﾞ 02.ﾉｰﾗﾝｽﾞ 03.ｷｯｽ 04.ｼﾞ

ｸﾞｿｰ 05.ｻ・ﾅｯｸ 06.ﾎﾞｽﾞ・ｽｷｬｯｸﾞｽ 07.ｱｰｽ・ｳｨ

ﾝﾄﾞ&ﾌｧｲﾔｰ 08.ｱﾗﾍﾞｽｸ 09.ﾚｲﾌ・ｷﾞｬﾚｯﾄ 10.ｽｰﾊﾟ

ｰﾄﾗﾝﾌﾟ 11.ｶﾞｰﾙ 12.REO ｽﾋﾟｰﾄﾞﾞﾜｺﾞﾝ 13.M 

14.G.I.ｵﾚﾝｼﾞ 15.ｼﾞｬｰﾆｰ 16.ｼﾝﾃﾞｨ・ﾛｰﾊﾟｰ    

17.ﾈｰﾅ 18.ﾀﾞﾘﾙ・ﾎｰﾙ&ｼﾞｮﾝ・ｵｰﾂ 19.ｹﾆｰ・ﾛｷﾞﾝｽ   

20.ﾁｰﾌﾟ・ﾄﾘｯｸ 

Sony Music Labeis 

19 19 瞬間的シックスセンス あいみょん∥歌 ソニー・ミュージック

ソリューションズ 
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【ベストリーダー ＤＶＤ】 

順位 回数 資料名 著者名 出版社 

1 35 崖の上のポニョ 宮崎  駿∥原作・脚本・監督；  久石  譲∥音楽；  山口  智子  長

嶋  一茂  天海  祐希  所  ジョージ  奈良  柚莉愛  土井  洋輝  

柊  瑠美  矢野  顕子  吉行  和子  奈良岡  朋子∥声の出演； 

ウォルトディズ

ニースタジオ  

ホームエンター

テイメント 

2 30 オーシャンズ 11 スティーブン・ソダーバーグ∥監督  テッド・グリフィン∥脚本 ワーナー・ホー

ム・ビデオ 

3 29 ＡＲＰ理論による  

知りたかった  上手

な卓球 

山中  教子∥指導・監修；  福住  和彦∥構成；  ＡＲＰインストラ

クター、木村  道子、馬場  穏行、福住  和彦、山中  教子∥模範演

技；  田中  利光∥テーマ音楽作曲；  長沢  里香∥編曲・演奏；  福

住  和彦∥ＡＲＰロゴデザイン；  江村  信一∥ほわんキャラクター；  

新井  恵雄、幸崎  研一、佐々岡  潔、村松企画∥協力；  サウンド

球貴∥企画･発売元；  岩波映像∥制作・販売元 

3 

3 29 アラジン ガイ・リッチー∥監督  ジョン・オーガストＡＮＤガイ・リッチー∥脚

本 

ブエナ ビスタ 

ホーム エンタ

ーテイメント 

5 28 ライオン・キング ロジャー・アラーズ，ロブ・ミンコフ∥監督  ドン・ハーン∥製作  ト

ム・シューマッカー，サラ・マッカーサー∥製作総指揮 

ウォルト・ディ

ズニー・スタジ

オ・ジャパン 

5 28 アナと雪の女王 ジョン・ラセター∥製作総指揮  ピーター・デル・ヴェッチョ∥製作  

クリス・バック、ジェニファー・リー∥監督  ジェニファー・リー∥脚

本 

ウォルト・ディ

ズニー・スタジ

オ・ジャパン 

5 28 おしりたんてい おしりたんてい：三瓶由布子  ブラウン：齋藤彩夏  マルチーズしょ

ちょう／ナレーション：渡辺いっけい 

日本コロムビア 

8 26 ねことじいちゃん 岩合 光昭∥監督  

8 26 ディズニーのスペシ

ャル・クリスマス 

 ブエナ ビスタ 

ホーム エンタ

ーテイメント 

10 24 塔の上のラプンツェ

ル 

ジョン・ラセター、グレン・キーン∥製作総指揮  ロイ・コンリー∥製

作  ネイサン・グレノ、バイロン・ハワード∥監督  ダン・フォーゲル

マン∥脚本 

ウォルト・ディ

ズニー・スタジ

オ・ジャパン 

11 23 ハリー・ポッターと

死の秘宝  PART１ 

デイビッド・イェーツ∥監督  J.K.ローリング∥原作・脚本  デイビ

ッド・ヘイマン  デイビット・バロン∥製作 

ワーナー・ホー

ム・ビデオ 

11 23 ハリー・ポッターと

炎のゴブレット 

マイク・ニューウェル∥監督  J･K.ローリング∥原作  デイビッド・

バロン∥製作総指揮 

ワーナー・ホー

ム・ビデオ 

11 23 トムとジェリー シ

ャーロック・ホーム

ズ 

ウィリアム・ハンナ、ジョセフ・バーベラ∥キャラクター製作  サム・

レジスター∥製作総指揮  肝付兼太、堀絢子、中尾隆聖∥声の出演  小

寺陽子∥字幕・吹替翻訳 

ワーナー・ホー

ム・ビデオ 

11 23 映画かいけつゾロリ  

うちゅうの勇者たち 

原ゆたか∥原作  岩崎知子∥監督  岡田磨里  小柳啓伍  和場明子∥

脚本  山寺宏一  愛河里花子  くまいもとこ  芽野愛衣  ほか∥声の

出演 

ポニーキャニオ

ン 

11 23 ハリー・ポッターと

賢者の石 

クリス・コロンバンス || 監督 Ｊ．Ｋ．ローリング || 原作 スティ

ーブ・クローブス || 脚本 ダニエル・ラドクリフ|| 出演 ルパート・

グリント|| 出演 エマ・ワトソン|| 出演 小野賢章 || 声 常盤祐貴 

|| 声 須藤祐美 || 声 斉藤志郎 || 声 戸田  奈津子∥字幕翻訳 岸

田  恵子∥吹替翻訳 

ワーナー・ホー

ム・ビデオ 

16 22 センター・オブ・

ジ・アース 

エリック・ブレヴィグ∥監督  ジュール・ヴェルヌ∥原作  ブレンダ

ン・フレイザー,  ジョシュ・ハッチャーソン  アニタ・ブリエム  ほ

か  ∥出演 

16 

16 22 ベイマックス ドン・ホール  クリス・ウィリアムズ∥監督  ジョン・ラセター∥製

作総指揮 

 

16 22 ティンカー・ベルと

月の石 

 Ｄｉｓｎｅｙ 

16 22 ハリー・ポッターと

死の秘宝  PART２ 

デイビッド・イェーツ∥監督  J.K.ローリング∥原作・脚本  デイビ

ッド・ヘイマン  デイビット・バロン∥製作 

ワーナー・ホー

ム・ビデオ 
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２０２２年度 那覇市立図書館所蔵雑誌リスト        2022.6.25現在 

 

中（中央図書館） 牧（牧志駅前ほしぞら図書館） 小（小禄南図書館） 首（首里図書館） 

若（若狭図書館） 石（石嶺図書館） 繁（繁多川図書館） 

雑誌名 雑誌ジャンル 所蔵館 

ア アエラ （ＡＥＲＡ） 総合誌    首 若   

ア AERA with Ｋｉｄｓ（ｱｴﾗｳｲｽﾞｷｯｽﾞ） 出産・育児     若 石  

ア アクアライフ ペット    首    

ア 明日の友 生活情報・生活総合誌      石  

ア アニメージュ ゲーム・アニメーション    首    

ア ar（アール） 女性ﾌｧｯｼｮﾝ誌      石  

ア ａｎ－ａｎ 女性総合誌      石  

ア 安心 健康   小     

ア &Premium（プレミアム・クロワッサン：改題） 女性総合誌   小   石  

ア ＆ｈｏｍｅ  (ｱﾝﾄﾞ ﾎｰﾑ) ｲﾝﾃﾘｱ･収納･住宅  牧      

イ いいね 生活情報・生活総合誌     若   

イ 家の光 生活情報・生活総合誌      石 繁 

イ 囲碁講座（ＮＨＫ） 囲碁･将棋      石  

イ 一個人 男性総合誌     若   

イ イラストレーション 美術・工芸       繁 

イ InＲｅｄ 女性ﾌｧｯｼｮﾝ誌 中       

ウ ウィズ（ＷＩＴＨ） 女性総合誌    首    

ウ ＶＥＲＹ（ヴェリィ） 女性総合誌    首    

ウ うかたま 料理   小     

ウ 美しいキモノ 女性ﾌｧｯｼｮﾝ誌 中       

エ 栄養と料理 料理・健康    首    

エ eclat（エクラ） 女性ﾌｧｯｼｮﾝ誌     若   

エ ESSE(ｴｯｾ) 生活情報・生活総合誌  牧 小   石  

エ FQ JAPAN（エフキュージャパン） 出産・育児   小     

エ FQ ＫＩＤＳ（エフキューキッズ） 出産・育児    首    

エ ＮＨＫ俳句 和歌・短歌・俳句・詩集       繁 

エ LDK（エルディーケー） 生活情報・生活総合誌  牧  首 若   

エ ＬＤＫ the Ｂｅａｕｔｙ（エルディーケーザビューティー） 生活情報･生活総合誌   小     

エ エル・デコ ｲﾝﾃﾘｱ･収納･住宅    首   繁 

エ 園芸ガイド 園芸・ガーデニング 中       

ｵ オール讀物 文芸・読み物  牧  首    

オ おきなわいちば (沖縄市場) 国内ﾀｳﾝ誌･地域誌 中 牧   若 石 繁 

オ オキナワグラフ 国内ﾀｳﾝ誌･地域誌 中 牧      

オ おきなわ釣王国 国内ﾀｳﾝ誌･地域誌   小 首   繁 

オ おきなわ野球大好き 国内ﾀｳﾝ誌･地域誌   小    繁 

オ ＯＣＥＡＮＳ 男性ﾌｧｯｼｮﾝ誌       繁 

オ Ｏｇｇｉ 女性ﾌｧｯｼｮﾝ誌       繁 

オ 男の隠れ家 男性総合誌    首 若   

オ おとなの週末 国内旅行・料理  牧      

オ otonaMUSE（オトナミューズ） 女性ﾌｧｯｼｮﾝ誌     若   

オ オレンジペ－ジ 料理 中  小   石  

カ 会社四季報 金融・財政・経営・ビジネス 中       

カ ＣＡＳＡ ＢＲＵＴＵＳ(ｶｰｻﾌﾞﾙｰﾀｽ) 生活情報・生活総合誌    首 若   
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雑誌名 雑誌ジャンル 所蔵館 

カ かぞくのじかん 生活情報・生活総合誌  牧 小     

カ 歌壇 和歌・短歌・俳句・詩集    首    

カ CUT(ｶｯﾄ) 演劇・映画・芸能  牧      

カ 家庭画報 女性総合誌      石  

カ 家電批評 生活情報・生活総合誌・電気・電子      石  

カ からだにいいこと 女性ﾌｧｯｼｮﾝ誌・健康     若 石  

カ GARVY（ガルヴィ） 登山･ﾊｲｷﾝｸﾞ･ｱｳﾄﾄﾞｱ 中       

キ ギターマガジン 音楽・オーディオ       繁 

キ キネマ旬報 演劇・映画・芸能 中       

キ CAPA(キャパ) 写真･ｶﾒﾗ 中       

キ Ｃａｎ Ｃａｍ 女性ﾌｧｯｼｮﾝ誌       繁 

キ きょうの健康（ＮＨＫ） 健康      石 繁 

キ きょうの料理（ＮＨＫ） 料理 中 牧 小  若 石  

キ きょうの料理ビギナーズ（ＮＨＫ） 料理    首   繁 

キ キルトジャパン 手芸・服飾      石  

ク クーヨン 出産・育児  牧 小     

ク ku:nel（クウネル） 生活情報･生活総合誌 中     石  

ク 暮しの手帖 生活情報・生活総合誌  牧 小 首    

ク 栗原はるみ 生活情報・生活総合誌 中       

ク クレア 女性総合誌 中      繁 

ク クロワッサン 女性総合誌 中 牧  首 若 石 繁 

ク 群像 文芸・読み物  牧      

ケ 芸術新潮 アート（芸術）     若   

ケ 月刊自家用車 自動車 中       

ケ DIVER（月刊ダイバー） マリンスポーツ   小     

ケ 月刊ﾆｭｰｽがわかる 小学生・中学生向けの学習テキスト   小   石 繁 

ケ 月刊バスケットボール 球技  牧      

ケ 月刊 Piano(ピアノ) 音楽･ｵｰﾃﾞｨｵ   小     

ゲ 月刊やいま 郷土    首    

ケ Ｇｅｔ Ｎａｖｉ (ゲットナビ) 生活情報･生活総合誌   小   石  

ケ ＧＯＥＴＨＥ（ゲーテ） 男性総合誌   小   石  

ケ 健康 健康  牧      

ケ 現代詩手帖 和歌･短歌･俳句･詩集  牧      

コ 国立国会図書館月報 図書館 中       

コ コットン･タイム 手芸・服飾  牧 小    繁 

コ ｋｏｄｏｍｏｅ（コドモエ） 出産・育児    首   繁 

コ こどもとしょかん 書評・出版・読書    首   繁 

コ 子どもと読書 書評・出版・読書      石  

コ 子供の科学 自然科学    首  石  

コ 子どもの本棚 書評・出版・読書       繁 

コ ことりっぷＭａｇａｚｉｎｅ 地理・紀行    首    

コ この本読んで 書評・出版・読書   小 首  石 繁 

コ ｃｏｙｏｔｅ（コヨーテ） 旅行･観光・写真･ｶﾒﾗ  牧      

コ Ｃｏｒａｌｗａｙ(ｺ-ﾗﾙｳｪｲ) 国内ﾀｳﾝ誌･地域誌  牧  首    

コ ゴルフダイジェスト 球技      石  

ゴ 碁ワールド（囲碁クラブ） 囲碁･将棋 中   首 若   

コ ＣＯＮＦＯＲＴ ｲﾝﾃﾘｱ･収納･住宅       繁 

サ CYCLE SPORTS（サイクルスポーツ） 自転車･ｻｲｸﾘﾝｸﾞ 中       
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雑誌名 雑誌ジャンル 所蔵館 

サ サッカーマガジン（サッカーマガジンＺＯＮＥ） 球技      石  

サ someone（サムワン） 自然科学    首    

サ サライ 総合誌     若 石  

サ サンキュ 生活情報・生活総合誌 中    若   

サ サンデ－毎日 総合誌    首    

サ THE 21（ｻﾞ･ﾆｼﾞｭｳｲﾁ） 経営･ﾋﾞｼﾞﾈｽ  牧      

シ ＪＲ時刻表（偶数月のみ） 鉄道 中       

シ 
ＣＮＮ ＥＮＧＬＩＳＨ ＥＸＰＲＥＳＳ     

（ｼｰｴﾇｴﾇ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ・ｴｷｽﾌﾟﾚｽ） 
語学・テキスト      石  

シ GQ JAPAN 男性総合誌 中       

シ 時空旅人 総合誌     若   

シ 思想 総合誌 中       

シ ＣＤジャーナル 音楽・オーディオ      石  

シ 島へ。 生活情報・生活総合誌     若   

シ 写真ライフ 写真･ｶﾒﾗ  牧      

シ 週刊朝日 総合誌 中    若 石  

シ 週刊エコノミスト 経済･ﾋﾞｼﾞﾈｽ  牧      

シ 週刊金曜日 総合誌  牧      

シ 週刊新潮 総合誌  牧  首   繁 

シ 週刊ダイヤモンド 経済･ﾋﾞｼﾞﾈｽ  牧      

シ 週刊東洋経済 経済･ﾋﾞｼﾞﾈｽ    首    

シ 週刊プロレス 武道・格闘技      石  

シ 週刊文春 総合誌 中  小     

シ 週刊文春ＷＯＭＡＮ 総合誌    首    

シ ジュニアエラ 小学生・中学生向けの学習テキスト    首 若   

シ シュプール 女性ﾌｧｯｼｮﾝ誌    首    

シ 趣味の園芸（ＮＨＫ） 園芸・ガーデニング   小 首    

シ 趣味の園芸 やさいの時間（ＮＨＫ） 園芸・ガーデニング       繁 

シ 趣味どきっ 月曜版（ＮＨＫ) 趣味     若   

シ ジュリスト 法律･法務 中       

シ 将棋講座（ＮＨＫ） 囲碁･将棋 中       

シ 将棋世界 囲碁･将棋  牧   若   

シ 小説幻冬 文芸･読み物  牧      

シ 小説新潮 文芸・読み物    首    

シ 小説すばる 文芸･読み物   小     

シ 小説宝石 文芸・読み物      石  

シ 昭和４０年男 男性総合誌  牧      

シ 新潮 文芸･読み物 中     石  

シ 人民中国 国内ﾀｳﾝ誌･地域誌 中       

シ GINGER（ｼﾞﾝｼﾞｬｰ） 女性ﾌｧｯｼｮﾝ誌  牧      

ス ＳＷＩＴＣＨ（スイッチ） 総合誌    首    

ス スイミング・マガジン マリンスポーツ       繁 

ス スクリ－ン 演劇・映画・芸能    首   繁 

ス 素敵なあの人 女性ﾌｧｯｼｮﾝ誌     若   

ス NHK すてきにハンドメイド 手芸・服飾 中 牧 小 首 若   

ス すばる 文芸・読み物     若   

ス スポーツイベント ハンドボール 球技       繁 

ス SUMAI no SEKKEI (住まいの設計) ｲﾝﾃﾘｱ･収納･住宅 中 牧      
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雑誌名 雑誌ジャンル 所蔵館 

セ 声優グランプリ 
演劇･映画･芸能 

ｹﾞｰﾑ･ｱﾆﾒｰｼｮﾝ 
中       

セ 正論 総合誌     若   

セ 世界 総合誌  牧      

ソ 装苑 女性ﾌｧｯｼｮﾝ誌      石  

ソ 壮快 健康    首    

ソ SOTOCOTO (ソトコト） 生活情報・生活総合誌 中     石  

ソ 宇宙(ソラ）のとびら 自然科学   小     

タ ＤＩＭＥ（ダイム） 生活情報・生活総合誌   小  若   

タ ダイヤモンドＺａｉ（ザイ） 金融・財政     若  繁 

タ Tarzan（ターザン） 生活情報・生活総合誌 中    若   

タ 多聴多読マガジン 語学ﾃｷｽﾄ  牧      

タ ダ・ヴィンチ 書評・出版・読書 中 牧 小   石  

タ 旅の手帖 国内旅行      石 繁 

タ 短歌 和歌･短歌･俳句･詩集  牧      

タ DUNK SHOOT（ダンクシュート） 球技 中       

タ ｄａｎｃｙｕ 料理      石 繁 

チ ちゃぐりん 児童総合誌   小    繁 

チ 中央公論 総合誌 中   首    

チ チルチンびと ｲﾝﾃﾘｱ･収納･住宅   小     

ツ 創(つくる） 総合誌       繁 

テ Discover Japan(ﾃﾞｨｽｶﾊﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ) 国内旅行   小     

テ テニス・マガジン 球技   小     

テ 天然生活 生活情報・生活総合誌   小   石 繁 

ト ドゥーパ！ ホビークラフト・日曜大工       繁 

ト 図書館の学校 図書館・団体機関誌 中       

ト 図書館雑誌 図書館・団体機関誌 中       

ト 飛ぶ教室 文芸･読み物   小     

ナ National Geographic（ﾅｼｮﾅﾙ ｼﾞｵｸﾞﾗﾌｨｯｸ） 総合誌     若   

ナ Sports Graphic Number（ﾅﾝﾊﾞ-) スポーツ 中     石  

二 ｎｉｃｏｌａ(ニコラ) 少女・女性ﾌｧｯｼｮﾝ誌   小     

ニ 日経 WOMAN（ｳｰﾏﾝ） 女性総合誌  牧 小   石  

ニ 日経エンタテインメント！ 生活情報･生活総合誌   小     

ニ 日経サイエンス 自然科学    首    

ニ 日経ＴＲＥＮＤＹ ( ﾄﾚﾝﾃﾞｨ ) 生活情報・生活総合誌 中    若   

ニ 日経パソコン コンピュータ・情報科学       繁 

ニ 日経ＰＣ21 コンピュータ・情報科学 中 牧      

ニ 日経ビジネス 経済・ビジネス       繁 

ニ 日経マネ－ 
生活情報・生活総合誌 

金融・財政 
中   首    

ニ 日本児童文学 文学 中       

ニ Newsweek（日本版) 総合誌   小 首   繁 

ニ Newtype（ニュ－タイプ） ゲーム・アニメーション   小     

ニ Ｎｅｗｔｏｎ（ニュ－トン） 自然科学 中     石  

ネ ねこ ペット 中       

ネ ねーねー 乳幼児      石 繁 

ノ non-no(ノンノ) 女性総合誌 中  小     

ハ 俳句界 和歌･短歌･俳句･詩集 中       
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雑誌名 雑誌ジャンル 所蔵館 

ハ 俳壇 和歌･短歌･俳句･詩集  牧      

ハ ＢＡＩＬＡ（バイラ） 女性ﾌｧｯｼｮﾝ誌   小     

ハ HOUSING(ハウジング) ｲﾝﾃﾘｱ･収納･住宅      石  

ハ 母の友 出産・育児   小   石  

ハ バンサンカン２５ａｎｓ 女性ﾌｧｯｼｮﾝ誌      石  

ヒ ＰＨＰ（ピーエイチピー） 総合誌  牧 小 首  石  

ヒ ＰＨＰくらしラク～る 生活情報・生活総合誌     若   

ヒ ＰＨＰｽﾍﾟｼｬﾙ （PHP 増刊号） 女性総合誌    首  石  

ヒ ビギン（Ｂｅｇｉｎ） 
生活情報・生活総合誌 

男性ファッション誌 
      繁 

ヒ 美術手帖 美術・工芸    首    

ヒ 美術の窓 美術・工芸 中       

ヒ 美的（BITEKI） 女性ﾌｧｯｼｮﾝ誌       繁 

ヒ BE-PAL（ビーパル） 登山･ﾊｲｷﾝｸﾞ･ｱｳﾄﾄﾞｱ   小  若   

ヒ HIRAGANA TIMES(ﾋﾗｶﾞﾅﾀｲﾑｽﾞ） 生活情報･生活総合誌 中       

フ ｆｉｎｅ（ファイン） 男性ﾌｧｯｼｮﾝ誌     若   

フ FINE BOYS(ﾌｧｲﾝﾎﾞｰｲｽﾞ) 男性ﾌｧｯｼｮﾝ誌   小     

フ 婦人画報 女性総合誌    首    

フ 婦人公論 女性総合誌 中 牧  首    

フ 婦人之友 女性総合誌  牧      

フ Ｆｉｇａｒｏ ｊａｐｏｎ（ﾌｨｶﾞﾛ・ｼﾞｬﾎﾟﾝ） 女性総合誌      石  

フ ＦＬＩＸ（フリックス） 演劇・映画・芸能     若   

フ ＰｒｉＰｒｉ（プリプリ） 教育  牧    石  

フ ＢＲＵＴＵＳ（ﾌﾞﾙｰﾀｽ） 生活情報・生活総合誌  牧    石  

フ プレジデント 経営･ﾋﾞｼﾞﾈｽ  牧 小     

フ プレジデント・ウーマンプレミア 経営･ﾋﾞｼﾞﾈｽ     若   

フ プレジデントＦａｍｉｌｙ 
生活情報・生活総合誌 

出産・育児 
  小   石  

フ Forbes JAPAN(ﾌｫｰﾌﾞｽｼﾞｬﾊﾟﾝ) 経済・ビジネス   小     

フ 文學界 文芸･読み物  牧      

フ 文藝 文芸・読み物   小  若   

フ 文藝春秋 文芸・読み物 中 牧 小 首 若 石 繁 

へ ｖｅｇｇｙ（ベジィ） 医学・健康     若   

ヘ ベースボールマガジン 球技      石  

ヘ ＢＡＳＳ  ＭＡＧＡＺＩＮＥ(ﾍﾞｰｽﾏｶﾞｼﾞﾝ） 音楽･ｵｰﾃﾞｨｵ   小     

へ 
ＢＥＳＴ ＦＬＯＷＥＲ ＡＲＲＡＮＧＥＭＡ

ＮＴ（ベスト フラワー アレンジメント） 
華道・茶道      石  

へ Baby-mo（ベビモ） 出産・育児 中      繁 

へ pen（ﾍﾟﾝ） 男性総合誌  牧     繁 

ホ ほいくあっぷ 教育    首 若   

ホ 保育とカリキュラム 教育   小     

ホ Voice(ﾎﾞｲｽ) 総合誌  牧      

ホ ＶＯＣＥ（ヴォーチェ） 女性美容     若   

ホ 星ナビ 地球･宇宙科学  牧      

ホ POPEYE（ポパイ） 男性ﾌｧｯｼｮﾝ誌   小     

ホ ポポロ 演劇・映画・芸能 中       

ホ porte（ポルト） 国内ﾀｳﾝ誌･地域誌 中 牧 小     

ホ 本の雑誌 書評・出版・読書    首   繁 
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雑誌名 雑誌ジャンル 所蔵館 

マ Mart（マート） 生活情報・生活総合誌 中      繁 

マ MAQUIA（マキア） 女性ﾌｧｯｼｮﾝ誌 中       

マ マックファン（MacFan） コンピュータ・情報科学 中       

マ ママガール 女性ﾌｧｯｼｮﾝ誌   小     

ミ ミステリマガジン 文芸・読み物     若   

ミ mina（ミーナ） 女性ﾌｧｯｼｮﾝ誌     若   

ミ Myojo（みょうじょう） 演劇・映画・芸能 中       

ミ みんなの図書館 図書館       繁 

メ MEN'S CLUB（ﾒﾝｽﾞ ｸﾗﾌﾞ） 男性ﾌｧｯｼｮﾝ誌  牧      

メ MEN’S NON-NO(ﾒﾝｽﾞ ﾉﾝﾉ) 男性ﾌｧｯｼｮﾝ誌     若   

モ ＭＯＲＥ（ﾓｱ） 女性ﾌｧｯｼｮﾝ誌     若   

モ MOE（ﾓｴ） 書評･出版･読書・美術･工芸  牧   若 石  

モ モ－タ－マガジン 自動車       繁 

モ MODERN ＬＩＶＩＮＧ（モダンリビング） ｲﾝﾃﾘｱ･収納･住宅   小     

モ ＭＯＮＯＱＬＯ（ﾓﾉｸﾛ） 生活情報・生活総合誌 中    若   

モ ＭＯＮＯマガジン 男性総合誌     若   

モ モモト 国内ﾀｳﾝ誌･地域誌 中 牧  首    

ユ ゆうゆう 女性総合誌  牧  首    

ユ ゆほびか 生活情報･生活総合誌   小     

ユ ユリイカ 文芸･読み物 中       

ラ ライトニング 男性総合誌       繁 

ラ ＬｉＶＥＳ（ﾗｲｳﾞｽﾞ）   ※休刊（5 月） ｲﾝﾃﾘｱ･収納･住宅  牧      

ラ ラジオ深夜便 演劇・映画・芸能   小     

ラ ランナ－ズ 陸上競技   小  若   

ラ ランドネ 
登山･ﾊｲｷﾝｸﾞ･ｱｳﾄﾄﾞｱ 

女性ﾌｧｯｼｮﾝ誌 
 牧      

リ ＬＥＥ （リー） 女性ﾌｧｯｼｮﾝ誌   小  若   

リ 留学ジャーナル 教育 中       

リ 旅行読売 国内旅行    首    

レ レクリエ 社会福祉       繁 

レ 歴史街道 歴史      石  

レ 歴史群像 歴史       繁 

レ 歴史人 歴史 中       

レ レタスクラブ 生活情報･生活総合誌  牧      

ロ ROCKIN’ON（ﾛｯｷﾝｸﾞｵﾝ） 音楽･ｵｰﾃﾞｨｵ     若   

ロ ROCKIN'ON JAPAN（ﾛｯｷﾝｸﾞ ｵﾝ ｼﾞｬﾊﾟﾝ） 音楽･ｵｰﾃﾞｨｵ  牧      

ワ わかさ 健康     若   

ワ 私のカントリー ｲﾝﾃﾘｱ･収納･住宅   小     

ワ Ｗａｇｇｌｅ （ワッグル） 球技    首    

ワ 和楽 女性総合誌 中       

ワ ワールドサッカーダイジェスト 球技       繁 

ワ Wan ペット      石  

※現在購入している雑誌及び寄贈雑誌のみ記載 
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２０２２年度 那覇市立図書館所蔵新聞リスト        2022.6.25現在 

 

中（中央図書館）、牧（牧志駅前ほしぞら図書館）、小（小禄南図書館）、首（首里図書館） 

若（若狭図書館）、石（石嶺図書館）、繁（繁多川図書館） 

新聞名 所蔵館 

ア 朝日新聞(東京版) 中 牧 小     石 繁 

ア 朝日新聞(西部版）       首 若     

オ 沖縄タイムス(ワラビー） 中 牧 小 首 若 石 繁 

カ 海上保安新聞 中             

カ 解放 中             

カ かふう(琉球新報 副読紙） 中 牧 小 首 若 石 繁 

カ 環境市場新聞           石   

コ 高校生新聞 中             

サ 産経新聞   牧           

シ 市民の友 中 牧 小 首 若 石 繁 

シ 旬刊旅行               

シ 昭和 中       若 石 繁 

シ 新報スポニチ   牧       石   

セ 聖教新聞 中             

タ タイムス住宅新聞(沖縄タイムス副読紙) 中 牧 小 首 若 石 繁 

ニ 日刊スポーツ 中   小 首 若   繁 

ニ 日本経済新聞 中 牧 小 首 若 石 繁 

ニ 日経ＭＪ      小         

ホ ほーむぷらざ(沖縄タイムス副読紙) 中 牧 小 首 若 石 繁 

マ 毎日新聞(東京版) 中       若     

ミ 宮古新報 中             

ヤ 八重山毎日新聞 中             

ヨ 読売新聞(東京版) 中           繁 

ヨ 読売新聞(西部版）       首       

リ 琉球新報(りゅうＰＯＮ) 中 牧 小 首 若 石 繁 

レ レキオ(琉球新報 副読紙） 中 牧 小 首 若 石 繁 
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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

－　80　－



 

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 - 

－　83　－



 

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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○図書館法 

(昭和二十五年四月三十日) 

(法律第百十八号) 

令和元年六月七日同第二六号 

第一章 総則 

(この法律の目的) 

第一条 この法律は、社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の精神に基き、図書館の設置及び運営

に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育と文化の発展に寄与すること

を目的とする。 

(定義) 

第二条 この法律において「図書館」とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存し

て、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーシヨン等に資することを目的とする施

設で、地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの(学校に

附属する図書館又は図書室を除く。)をいう。 

2 前項の図書館のうち、地方公共団体の設置する図書館を公立図書館といい、日本赤十字社又は一般

社団法人若しくは一般財団法人の設置する図書館を私立図書館という。 

 (図書館奉仕) 

第三条 図書館は、図書館奉仕のため、土地の事情及び一般公衆の希望に沿い、更に学校教育を援助

し、及び家庭教育の向上に資することとなるように留意し、おおむね次に掲げる事項の実施に努めな

ければならない。 

一 郷土資料、地方行政資料、美術品、レコード及びフィルムの収集にも十分留意して、図書、記

録、視聴覚教育の資料その他必要な資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によ

つては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下「図書館資料」とい

う。)を収集し、一般公衆の利用に供すること。 

二 図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。 

三 図書館の職員が図書館資料について十分な知識を持ち、その利用のための相談に応ずるようにす

ること。 

四 他の図書館、国立国会図書館、地方公共団体の議会に附置する図書室及び学校に附属する図書館

又は図書室と緊密に連絡し、協力し、図書館資料の相互貸借を行うこと。 

五 分館、閲覧所、配本所等を設置し、及び自動車文庫、貸出文庫の巡回を行うこと。 

六 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を主催し、及びこれらの開催を奨励すること。 

七 時事に関する情報及び参考資料を紹介し、及び提供すること。 

八 社会教育における学習の機会を利用して行つた学習の成果を活用して行う教育活動その他の活動

の機会を提供し、及びその提供を奨励すること。 

九 学校、博物館、公民館、研究所等と緊密に連絡し、協力すること。 

 (司書及び司書補) 

第四条 図書館に置かれる専門的職員を司書及び司書補と称する。 

2 司書は、図書館の専門的事務に従事する。 

3 司書補は、司書の職務を助ける。 

(司書及び司書補の資格) 

第五条 次の各号のいずれかに該当する者は、司書となる資格を有する。 

一 大学を卒業した者(専門職大学の前期課程を修了した者を含む。次号において同じ。)で大学にお

いて文部科学省令で定める図書館に関する科目を履修したもの 

二 大学又は高等専門学校を卒業した者で次条の規定による司書の講習を修了したもの 

三 次に掲げる職にあつた期間が通算して三年以上になる者で次条の規定による司書の講習を修了し

たもの 
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イ 司書補の職 

ロ 国立国会図書館又は大学若しくは高等専門学校の附属図書館における職で司書補の職に相当す

るもの 

ハ ロに掲げるもののほか、官公署、学校又は社会教育施設における職で社会教育主事、学芸員そ

の他の司書補の職と同等以上の職として文部科学大臣が指定するもの 

2 次の各号のいずれかに該当する者は、司書補となる資格を有する。 

一 司書の資格を有する者 

二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条第一項の規定により大学に入学することので

きる者で次条の規定による司書補の講習を修了したもの 

 (司書及び司書補の講習) 

第六条 司書及び司書補の講習は、大学が、文部科学大臣の委嘱を受けて行う。 

2 司書及び司書補の講習に関し、履修すべき科目、単位その他必要な事項は、文部科学省令で定め

る。ただし、その履修すべき単位数は、十五単位を下ることができない。 

 (司書及び司書補の研修) 

第七条 文部科学大臣及び都道府県の教育委員会は、司書及び司書補に対し、その資質の向上のために

必要な研修を行うよう努めるものとする。 

 (設置及び運営上望ましい基準) 

第七条の二 文部科学大臣は、図書館の健全な発達を図るために、図書館の設置及び運営上望ましい基

準を定め、これを公表するものとする。 

 (運営の状況に関する評価等) 

第七条の三 図書館は、当該図書館の運営の状況について評価を行うとともに、その結果に基づき図書

館の運営の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

 (運営の状況に関する情報の提供) 

第七条の四 図書館は、当該図書館の図書館奉仕に関する地域住民その他の関係者の理解を深めるとと

もに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該図書館の運営の状況に関する情報を積

極的に提供するよう努めなければならない。 

 (協力の依頼) 

第八条 都道府県の教育委員会は、当該都道府県内の図書館奉仕を促進するために、市(特別区を含

む。以下同じ。)町村の教育委員会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第

百六十二号)第二十三条第一項の条例の定めるところによりその長が図書館の設置、管理及び廃止に

関する事務を管理し、及び執行することとされた地方公共団体(第十三条第一項において「特定地方

公共団体」という。)である市町村にあつては、その長又は教育委員会)に対し、総合目録の作製、貸

出文庫の巡回、図書館資料の相互貸借等に関して協力を求めることができる。 

 (公の出版物の収集) 

第九条 政府は、都道府県の設置する図書館に対し、官報その他一般公衆に対する広報の用に供せられ

る独立行政法人国立印刷局の刊行物を二部提供するものとする。 

2 国及び地方公共団体の機関は、公立図書館の求めに応じ、これに対して、それぞれの発行する刊行

物その他の資料を無償で提供することができる。 

第二章 公立図書館 

(設置) 

第十条 公立図書館の設置に関する事項は、当該図書館を設置する地方公共団体の条例で定めなければ

ならない。 

第十一条及び第十二条 削除 

 (職員) 

第十三条 公立図書館に館長並びに当該図書館を設置する地方公共団体の教育委員会(特定地方公共団

体の長がその設置、管理及び廃止に関する事務を管理し、及び執行することとされた図書館(第十五
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条において「特定図書館」という。)にあつては、当該特定地方公共団体の長)が必要と認める専門的

職員、事務職員及び技術職員を置く。 

2 館長は、館務を掌理し、所属職員を監督して、図書館奉仕の機能の達成に努めなければならない。 

 (図書館協議会) 

第十四条 公立図書館に図書館協議会を置くことができる。 

2 図書館協議会は、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕につ

き、館長に対して意見を述べる機関とする。 

第十五条 図書館協議会の委員は、当該図書館を設置する地方公共団体の教育委員会(特定図書館に置

く図書館協議会の委員にあつては、当該地方公共団体の長)が任命する。 

第十六条 図書館協議会の設置、その委員の任命の基準、定数及び任期その他図書館協議会に関し必要

な事項については、当該図書館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならない。この場合に

おいて、委員の任命の基準については、文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。 

 (入館料等) 

第十七条 公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならな

い。 

第十八条及び第十九条 削除 

 (図書館の補助) 

第二十条 国は、図書館を設置する地方公共団体に対し、予算の範囲内において、図書館の施設、設備

に要する経費その他必要な経費の一部を補助することができる。 

2 前項の補助金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。 

第二十一条及び第二十二条 削除 

第二十三条 国は、第二十条の規定による補助金の交付をした場合において、左の各号の一に該当する

ときは、当該年度におけるその後の補助金の交付をやめるとともに、既に交付した当該年度の補助金

を返還させなければならない。 

一 図書館がこの法律の規定に違反したとき。 

二 地方公共団体が補助金の交付の条件に違反したとき。 

三 地方公共団体が虚偽の方法で補助金の交付を受けたとき。 

第三章 私立図書館 

第二十四条 削除 

 (都道府県の教育委員会との関係) 

第二十五条 都道府県の教育委員会は、私立図書館に対し、指導資料の作製及び調査研究のために必要

な報告を求めることができる。 

2 都道府県の教育委員会は、私立図書館に対し、その求めに応じて、私立図書館の設置及び運営に関

して、専門的、技術的の指導又は助言を与えることができる。 

 (国及び地方公共団体との関係) 

第二十六条 国及び地方公共団体は、私立図書館の事業に干渉を加え、又は図書館を設置する法人に対

し、補助金を交付してはならない。 

第二十七条 国及び地方公共団体は、私立図書館に対し、その求めに応じて、必要な物資の確保につ

き、援助を与えることができる。 

(入館料等) 

第二十八条 私立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対する対価を徴収することができる。 

(図書館同種施設) 

第二十九条 図書館と同種の施設は、何人もこれを設置することができる。 

2 第二十五条第二項の規定は、前項の施設について準用する。 

附 則 (省 略) 
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○著作権法 

(昭和四十五年五月六日) 

(法律第四十八号) 

第二章 著作者の権利 

第一節 著作物 

(権利の目的とならない著作物) 

第十三条 次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができ

ない。 

一 憲法その他の法令 

二 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)

第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法

人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)

が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの 

三 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行わ

れるもの 

四 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は

地方独立行政法人が作成するもの 

 

第三節 権利の内容 

第五款 著作権の制限 

(図書館等における複製等) 

第三十一条 国立国会図書館及び図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書

館その他の施設で政令で定めるもの(以下この項及び第三項において「図書館等」という。)において

は、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料

(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。 

一 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分

(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物にあつては、その全部。第三項

において同じ。)の複製物を一人につき一部提供する場合 

二 図書館資料の保存のため必要がある場合 

三 他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な図

書館資料(以下この条において「絶版等資料」という。)の複製物を提供する場合 

2 前項各号に掲げる場合のほか、国立国会図書館においては、図書館資料の原本を公衆の利用に供す

ることによるその滅失、損傷若しくは汚損を避けるために当該原本に代えて公衆の利用に供するた

め、又は絶版等資料に係る著作物を次項の規定により自動公衆送信(送信可能化を含む。同項におい

て同じ。)に用いるため、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識するこ

とができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

以下同じ。)を作成する場合には、必要と認められる限度において、当該図書館資料に係る著作物を

記録媒体に記録することができる。 

3 国立国会図書館は、絶版等資料に係る著作物について、図書館等又はこれに類する外国の施設で政

令で定めるものにおいて公衆に提示することを目的とする場合には、前項の規定により記録媒体に

記録された当該著作物の複製物を用いて自動公衆送信を行うことができる。この場合において、当

該図書館等においては、その営利を目的としない事業として、当該図書館等の利用者の求めに応

じ、その調査研究の用に供するために、自動公衆送信される当該著作物の一部分の複製物を作成

し、当該複製物を一人につき一部提供することができる。 
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○那覇市立図書館条例 

昭和50年7月11日条例第35号 

最終改正 平成24年3月27日条例第13号 

(設置) 

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、那覇市立図書館

(以下「図書館」という。)を設置する。 

(名称及び位置) 

第2条 図書館は、本館及び分館で構成し、その名称及び位置は、次のとおりとする。 

区分 名称 位置 

本館 那覇市立中央図書館 那覇市寄宮1丁目2番15号 

分館 那覇市立小禄南図書館 那覇市高良2丁目7番1号 

那覇市立首里図書館 那覇市首里当蔵町2丁目8番地2 

那覇市立若狭図書館 那覇市若狭2丁目12番1号 

那覇市立石嶺図書館 那覇市首里石嶺町2丁目70番地9 

那覇市立繁多川図書館 那覇市繁多川4丁目1番38号 

那覇市立牧志駅前ほしぞら図書館 那覇市安里2丁目1番1号 

(利用の制限) 

第3条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、図書館への入館を拒み、図書館

から退去を命じ、又は図書館の施設若しくは図書館資料の利用を禁止することができる。 

(1) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがある者 

(2) 図書館の施設若しくは設備又は図書館資料を破損し、汚損し、又は滅失させるおそれがある者 

(3) 図書館の管理上必要な指示に従わない者 

(損害賠償) 

第4条 利用者は、図書館の施設若しくは設備又は図書館資料を破損し、汚損し、又は滅失したとき

は、速やかに原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得な

い理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。 

(図書館協議会) 

第5条 図書館に、法第16条の規定に基づき、那覇市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置

く。 

2 協議会は、委員12人以内で組織する。 

3 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱又は任命する。 

(1) 学校教育関係者 

(2) 社会教育関係者 

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者 

(4) 学識経験者 

4 協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

5 協議会の委員は、再任されることができる。 

(委任) 

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。 

付 則 

1 この条例の施行期日は、別に規則で定める。 

(昭和50年規則第29号で、昭和50年8月1日から施行) 

2 市立那覇文化センター条例(昭和47年那覇市条例第96号)は、廃止する。 

付 則(以下省略) 
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○那覇市立図書館条例施行規則 

平成17年3月11日 

教育委員会規則第6号 

最終改正 平成28年12月27日教委規則第9号 

 

那覇市立図書館条例施行規則(昭和50年那覇市教育委員会規則第4号)の全部を改正する。 

(趣旨) 

第1条 この規則は、那覇市立図書館条例(昭和50年那覇市条例第35号)の施行に関し必要な事項を定め

るものとする。 

(事業) 

第2条 那覇市立図書館(以下「図書館」という。)は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定に

基づき、次の事業を行う。 

(1) 図書、記録、視聴覚資料その他の資料(以下「図書館資料」という。)の収集、整理及び保存 

(2) 個人貸出、団体貸出及び館内閲覧 

(3) 読書案内、読書相談及びレファレンス 

(4) 読書会、研究会、講習会、映写会、資料展示会等の開催及び奨励 

(5) 読書団体との連携、協力及び団体活動の促進 

(6) 時事に関する情報及び参考資料の紹介及び提供 

(7) 図書館資料の図書館間相互貸借 

(8) 視聴覚教材(上映権付きの視聴覚資料をいう。)及び機器の社会教育関係団体等への貸出し 

(9) 学校、博物館、公民館、研究所等との連絡及び協力 

(10) その他図書館の目的を達成するために必要な事業 

(開館時間) 

第3条 図書館の開館時間は、別表第1のとおりとする。ただし、中央図書館長(以下「館長」という。)

が特に必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。 

(休館日) 

第4条 図書館の休館日は、別表第2のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、臨時に

開館し、又は休館することができる。 

(遵守事項) 

第5条 図書館の利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(1) 館内においては、静粛にし、他人に迷惑をかけないこと。 

(2) 飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。 

(3) 図書館資料及び機器、設備等を大切に取り扱うこと。 

(4) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品又は動物類を携帯しないこと。 

(5) 許可を受けないで物品の展示又は販売をしないこと。 

(6) その他館長の指示すること。 

(個人貸出) 

第6条 図書館資料の貸出しを受けることができる者は、市内に居住又は通勤若しくは通学をする者と

する。ただし、館長が特に必要と認める者については、この限りでない。 

(貸出しの手続) 

第7条 図書館資料の貸出しを受けようとする者は、所定の事項を記載した個人貸出登録申込書を館長

に提出し、那覇市立図書館利用者カード(以下「利用者カード」という。)の交付を受けなければなら

ない。この場合において、館長は、前条に定める条件を証明する書類等の提示を求めることができ

る。 

2 個人貸出登録申込書又は利用者カードの記載事項に変更が生じたとき又は利用者カードを紛失した
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ときは、速やかにこれを届け出なければならない。 

3 利用者カードが登録者本人以外によって使用され損害が生じた場合、その責は登録者本人に帰する

ものとする。 

4 利用者カードの有効期間は、個人貸出登録又は更新手続きを行った日から1年とする。 

(貸出点数及び貸出期間) 

第8条 図書館資料の貸出しは、貸出期間内に利用できる点数とし、貸出期間は、14日以内とする。た

だし、館長が特に必要と認めたときは、その点数及び期間を別に指定することができる。 

(図書館資料の返却等) 

第9条 図書館資料を貸出期間内に返却しなかった者に対し、館長は、状況により一定期間図書館資料

の利用を制限することができる。 

2 図書館資料を貸出期間後引続き利用しようとする者は、館長の承認を受けなければならない。ただ

し、継続利用は返却期日から14日を限度とする。 

(団体貸出) 

第10条 団体で図書館資料の貸出しを受けられるものは、市内の事業所、機関又は団体等とする。 

2 団体で図書館資料の貸出しを受けようとするものは、所定の事項を記載した団体貸出登録申込書を

館長に提出し、利用者カードの交付を受けなければならない。この場合において、館長は、前項に定

める条件及び責任者の住所等を証明する書類等の提示を求めることができる。 

3 同時に貸出しを受けることができる図書館資料(館長が特に指定する物を除く。)は100点以内とし、

貸出期間は1月以内とする。 

4 団体貸出による利用の場合に、第7条第2項から第4項まで及び第9条第1項の規定を準用する。この場

合において、「個人貸出登録申込書」とあるのは「団体貸出登録申込書」と、「登録者本人」とある

のは「登録団体責任者」と読み替えるものとする。 

(貸出資料の範囲) 

第11条 貴重図書その他館長が特に指定した図書館資料は、貸出しを行わない。ただし、館長が特に必

要があると認めるときは、この限りでない。 

(資料の複写) 

第12条 図書館資料は、著作権法(昭和45年法律第48号)に定められた範囲内で、複写をすることができ

る。 

2 前項の規定により複写をしようとする者は、所定の事項を記載した複写申込書を館長に提出しなけ

ればならない。 

3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる資料は複写することができない。 

(1) 他の図書館から借り受けた資料 

(2) 複写により、損傷するおそれのある図書館資料 

(3) その他館長が指定する図書館資料 

4 複写に要する経費は、複写しようとする者の負担とする。 

5 複写により著作権法上の問題が生じた場合は、当該複写の申込をした者がその責めを負うものとす

る。 

(資料の受贈) 

第13条 図書館は、資料の寄贈を受け、他の図書館資料と同様の取扱いにより一般の利用に供すること

ができる。 

(資料の受託) 

第14条 図書館は、資料の寄託を受けることができる。 

2 受託資料は、図書館資料と同様の取扱いをする。 

3 図書館は、受託資料の亡失、破損についてその責めを負わない。 

(委任) 

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。 

付 則 

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。 
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2 この規則の施行の際、従前の規則の規定に基づいてなされた図書館資料の貸出し等については、こ

の規則の規定によりなされたものとみなす。 

付 則(平成18年12月12日教委規則第12号) 

この規則は、平成19年2月1日から施行する。 

付 則(平成20年3月28日教委規則第14号) 

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。 

2 特別の勤務に従事する那覇市教育委員会職員の勤務時間等に関する規則(平成5年那覇市教育委員会

規則第3号)の一部を次のように改正する。 

(次のよう略) 

付 則(平成23年4月28日教委規則第5号) 

この規則は、那覇市立図書館条例の一部を改正する条例(平成22年那覇市条例第35号)の施行の日から

施行する。 

付 則(平成28年12月27日教委規則第9号) 

この規則は、平成28年12月29日から施行する。 

 

別表第1(第3条関係) 

館 開館時間 

中央図書館 火曜日から金曜日まで 午前9時30分から午後7時まで 

土曜日及び日曜日 午前9時30分から午後6時まで 

小禄南図書館 

若狭図書館 

石嶺図書館 

火曜日から金曜日まで 午前9時30分から午後7時まで 

土曜日 午前9時30分から午後6時まで 

日曜日 午前9時30分から午後5時まで 

繁多川図書館 月曜日から木曜日まで 午前9時30分から午後7時まで 

土曜日及び日曜日 午前9時30分から午後6時まで 

首里図書館 

牧志駅前ほしぞら図書館 

月曜日から木曜日まで 午前9時30分から午後7時まで 

土曜日 午前9時30分から午後6時まで 

日曜日 午前9時30分から午後5時まで 

 

別表第2(第4条関係) 

館 定期休館日 定期休館日以外の休館日 

中央図書館 

小禄南図書館 

若狭図書館 

石嶺図書館 

月曜日(その日が、国民の祝

日に関する法律(昭和23年法

律第178号。以下この表にお

いて「法」という。)に規定

する文化の日に当たるとき

を除く。) 

1 法に定める休日(文化の日を除く。) 

2 法に定める休日及び文化の日が、定期休館日に当たるとき

は、その日の前後7日以内で館長が指定する日を休館日とす

る。 

3 慰霊の日 6月23日 

4 年末及び年始休館(12月28日から12月31日まで、及び 

1月2日から1月4日まで) 

5 館内整理日(第3水曜日) 

6 特別整理期間(年間15日以内で館長が指定する期間) 

首里図書館 

繁多川図書館 

牧志駅前ほしぞら図書館 

金曜日(その日が、文化の日

に当たるときを除く。) 
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○那覇市立図書館協議会規則 

昭和50年8月1日 

教育委員会規則第5号 

改正 平成15年3月31日教委規則第2号 

平成20年3月28日教委規則第15号 

(趣旨) 

第1条 この規則は、那覇市立図書館条例(昭和50年那覇市条例第35号)第6条の規定に基づき、那覇市立

図書館協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

(担任事務) 

第2条 協議会は、館長の諮問に応じて、那覇市立図書館の運営に関する必要な事項を審議し、答申す

る。 

(会長及び副会長) 

第3条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選でこれを定める。 

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理す

る。 

(招集) 

第4条 協議会の会議は、会長が招集する。 

(会議) 

第5条 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 

(庶務) 

第6条 協議会の庶務は、那覇市立中央図書館において処理する。 

(委任) 

第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定め

る。 

付 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則(平成15年3月31日教委規則第2号) 

この規則は、平成15年4月1日から施行する。 

付 則(平成20年3月28日教委規則第15号) 

この規則は、平成20年4月1日から施行する。 
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那覇市立図書館資料収集方針 

                              平成2年10月26日決裁 

改正 平成21年10月8日館長決裁 

 

Ⅰ 目的 
 

那覇市立図書館は「市民の図書館」をめざす。 

「市民の図書館」とは、基本的人権のひとつとしての、知る自由、学習する権利をもつ市民に資料を提

供することを重要な任務とし、ひとりひとりの市民に、「いつでも、どこでも、だれでも、なんでも」

をサービスの原則として、市民の生涯にわたる自己学習を援助する施設である。 

それにより、すすんで行動し、ささえあい、みがきあい、前進する市民をめざし、平和で個性のある文

化都市、生活都市の建設をめざす。これらの目標を達成するために次の方針に基づき必要な図書館資料

の収集に努める。 
 

 

 

 

 

Ⅱ 総括的方針〈基本方針〉 
 

１ 資料収集の自由を守る。 
図書館は、「図書館の自由に関する宣言」（１９５４年採択、１９７９年改訂）にもうたわれているよ

うに、全ての市民の知る自由を保障するための社会的機関である。資料選択にあたっては、図書館（員）

が、資料自体の価値及び市民の要望に基づき、責任をもって主体的に判断する。またいかなる圧力によ

っても資料選択の自由が侵されてはならない。 
 

２ 蔵書構成の中立性・公平性をめざす。 
大切なことは個々の資料自体の中立性ではなく、収集範囲の普遍性をめざすということである。したが

って政治・思想・信条等についての資料選択においても、その収集に消極的になるのではなく、できる

だけ様々な立場や視点からの資料を選択・収集し、蔵書構成全体としての中立性・公平性をめざす。 
 

３ 市民の要望・期待に即した資料の収集をめざす。 
自治体図書館の任務は、「基本的人権のひとつとして知る自由を持つ市民に資料を提供する」ことが第

一義にうたわれている。従って、資料の収集は市民の資料要求の充足を収集の大原則とする。  

ただし、一部の市民の要求だけでなく、広範な市民の要求、潜在している市民の要求、将来予想される

市民の要求も十分に考慮して収集する。 
 

４ 蔵書構成の最適化を図る。 
価値観の多様化や、出版物増大等に伴い、市民の要求する資料も多様化し幅広くなってきている。この

ような中で市民の資料要求に応えていくことには予算的にも、また収納能力にも限度がある。そこで、

市民の多様な要求に効果的、効率的に応えるため中央図書館・分館で蔵書構成の分担を行い、効率のよ

い蔵書構成を確立する。さらに収集対象外基準を設置し、全ジャンルを効率よく網羅し資料を収集する。 
 

(1) 中央図書館・分館の蔵書構成 

ア 分館の蔵書 

(ア)小説、娯楽、生活実用、趣味、教養の各分野を特に充実させる。 

(イ)蔵書の新鮮度に留意し（一律に年限で区切ることはできないが）概ね５年で蔵書更新をする。 

(ウ)専門的な図書については、中央図書館の蔵書をバックとし、そこに市民の要求をつなげるような、

ショーウィンドー的な蔵書構成を考える。 

(エ)子どもの資料、中高生向きの資料は重視する。 

(オ)戦術的にある利用者層（たとえば児童・主婦）を対象に重点を絞って収集したり、特定の分野（た

とえば家事・文学）や図書の種類（基本図書、参考図書など）に重点をおいて収集する。 

(カ)その地域の特徴に応じた、蔵書構成の地域性について留意する。また、分館独自の「特殊コレク

ション」についても検討する。 
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イ 中央図書館の蔵書 

(ア）専門的な図書を重視し、ある程度まで専門書については体系的網羅的に収集する。中央館に行

けばあるという信頼感をうみだす蔵書の厚みをつくる。 

(イ）生活実用、教養のバックになるような各種専門書、データを収集する。 

(ウ）ビジネス情報も含め、加工されていないデータの収集・提供に努める。 

(エ）児童書の絶版、品切れ図書、研究用児童書の保管を行う。 
 

(2) 収集対象外基準 

ア 次にあげる資料を収集対象外とする。 

(ア) 図書館に適さない形態の資料 

(イ) 各種試験問題集 

(ウ) TVゲーム等攻略本、ギャンブル攻略本、芸能人写真集等に関する資料 

(エ) 暴力や犯罪を容認したり残虐性を助長する資料、人権への配慮に欠ける資料及び性的表現が過

激な資料。 

(オ) 極めて高度な専門書や高額な資料 
 

イ 上記アであげた収集対象外の資料でも館長が特に必要と認める場合には収集 

する。 
 

５ 新鮮で魅力ある蔵書構成とするために適切な蔵書更新を行う。 
継続的に資料の収集をしていくと、利用上・管理上本が増え書架が一杯になり新刊書が入らなくなる。

新刊書が古い本に埋もれて魅力を失い、探しにくくなる等、様々な問題が生じてくる。そこで中央図書

館、分館をそれぞれの機能・役割・分担に応じ、資料の適切な除架・除籍を行い、毎年ある程度の蔵書

更新を行う。その時、購入年度あるいは出版年によって機械的に除架・除籍することは避ける。 
 

 

 

 

 

Ⅲ 分野別資料収集の指針 
ここでは、総括的方針を受けて、それを前提としながら、各主題分野について述べる。 

 

 

 

１分類別収集方針 
 

０類 

この部門は、総記という性質上、各項目間の関連性・類似性はないと考えてよい。したがって、各項目

の冊数的、内容的なバランスは考える必要はなく、必要な分野のみ重点的に集めればよい。 

また、この分野は、内容上、最新性を要求される分野と、過去からの資料の累積を要求される分野との

両方を含んでいる。その分野に適した蔵書構成となるよう選書と同様、保存・除籍についても考慮する

必要がある 
 

００７（情報科学） 

最新の知識が要求される分野であるので、概説書、入門書を中心に、積極的に新鮮な資料を受け

入れるようにする。出版情報だけでなく、コンピュータ、情報処理技術自体の動向に注意し、現在

の最新の技術についての本が必ず図書館に１冊はあるというようにする。また、技術書だけでなく、

「情報化社会」「情報公害」等、コンピュータと社会との関わりについて書かれたものにも留意す

る。 
 

０１０（図書館・図書館学） 

図書館に関する資料は、専門性が高い資料まで収集する。特に公共図書館に関する資料は、業務

用に職員が利用する可能性を考慮し、網羅的に収集するようにする。また、点字図書館をはじめ、

他の類縁機関に関する資料にも留意する。 

市民の多様な本の世界、本の読み方を紹介したものは、積極的に収集する。 
 

０２０（図書、書誌学） 
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各種の目録・書誌類は、極力網羅的に収集する。特に相互貸借のルートがあるところについては、

業務用という意味を含め、頒布されている目録があれば必ず収集する。書誌学、本についての資料

は重視して収集する。職員の研修用にもなる。 
 

０２１（著作・編集） 

著作者の財産権と人格権の両面から規定され、権利の保護を図るとともに文化の発展に寄与する

ことを目的としている著作権法は、社会的な関心を呼んでいるので、積極的に収集する。 

市民がミニコミや個人誌、チラシなどを作るときに役立つ編集技術の実用書を豊富に収集する。 
 

０２３（出 版） 

図書館や読書の前提になる出版流通の諸問題について収集する。出版と自由、検閲など。 
 

０３０（百科事典） 

重視して収集する必要がある。標準型のもの、ジャンル別編集のもの、家庭普及用のもの、１冊

もの等、多種類そろえる。大項目主義のもの、小項目主義のものの両方があるように留意する。 

百科事典は、新しい版ができたら可能な限り買い揃える。古い版は、１セットは保存しておく。

英語版の百科事典についても配慮する。できれば１セット揃える。 
 

０５０（逐次刊行物） 

年鑑は数種類入れる。その際、発行月に留意し、できれば発行月の離れたものを入れるようにす

る。収集することが決定された年鑑は、必ず継続的に受け入れる。地域年鑑も可能な限り収集する。 
 

０６９（博物館） 

図書館類縁機関に関する資料は、積極的に収集する。美術館、博物館、公民館、文書館等も同様

である。 
 

０７０（ジャーナリズム、新聞） 

マスコミ（361.453）とともに積極的に収集する。新聞は、特に必要なものは、縮刷版、マイクロ・

フィルムの形態でも収集する。 
 

０８０（叢書・全集・選集） 

主要な全集・選集・叢書は、もれなく収集する。主要な思想家・著作者の個人全集・個人選集は、

もれなく収集する。 
 

 

 

１ 類（哲学・心理学・倫理学・宗教） 
哲学、心理学、倫理学、宗教については、各分野の基本書を体系的に収集する。初学者のための入門書・

概説書に留意する。研究書・解説書だけでなく、各分野の代表的原典も収集する。学会、マスコミ等で

話題になった著者、著作に留意する。心の充足を読書に求める市民のために、人生論、一般向けに書か

れたわかりやすい宗教書等に留意する。 
 

１００（哲学）・１１０（哲学各論） 

入門書、概説書、解説書を中心に収集する。改版、改刷を数次にわたって繰り返している哲学各

論の著作は、定評があるといわれている。 

最近流行している哲学論・哲学書については、哲学事典のほか、新語・流行語解説書も内容理解

を助けてくれる。 
 

１２０（東洋思想）・１３０（西洋哲学） 

121 （日本思想）代表的な思想家の著作を収集する。現代の思想家にも留意する。 

122～（東洋哲学）中国思想・インド思想・イスラム思想について積極的に収集する。 

130～（西洋哲学）利用の多い分野なので、豊富に収集する。原典、哲学史、入門書、研究書を体

系的に収集する。現代の思想潮流を反映させる。 
 

１４７（超心理学・心霊研究） 

興味本位のものや、非科学的なものについては注意を要する。ただし、社会的影響を与えない、

他愛ない内容のものである場合が多く、予約があった場合などには、内容を読み、良識の範囲内で
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受け入れ判断を下す。 
 

１４８（相法・易占） 

時代を反映して様々な類書が出版されている。占いを遊びとして扱い、占いの結果も遊びとして

受け流すように明記してある本は、比較的良心的と判断してもよいであろう。問題となるのは、科

学的根拠あるいは占いを装っているものである。易占いは、古来より科学・天文学などの発達から

生じたものであることに留意しつつ、類書を比較して、最終的に判断する。 
 

１５９（人生訓・教訓） 

多くの著者による著作がある。特定の著者に偏らないように注意する必要がある。 
 

１６０（宗教） 

原典、宗教史、入門書、研究書を体系的に収集する。宗教・宗派による差別はしない。新興宗教、

宗教批判も原則として収集する。一般向けに書かれたわかりやすい資料に留意する。 
 

 

 

２ 類（歴史、伝記、地理） 
歴史は、各分野の基本書を体系的に収集する。歴史はよく利用されているので、一般向けに書かれた歴

史物語から入門書、啓蒙書、概説書、研究書、資料まで、多様なレベルのものを収集する。それぞれの

歴史観に立つ、多様な資料を収集する。 

伝記に関しては、自伝と他人の書いたものに分けられる。自伝は、詳細な生の資料を使用しているとい

うすぐれた点があるが、自己評価、記述の客観性については、問題がありうる（近親者などによる伝記

もこれに近い）。第三者が著者の場合は、客観的記述の可能性は高いが、被伝者に対する著者の評価を

伴うものである。それらを考慮して多様に収集する。 

地理に関しては、旅行・ハイキングや登山の機会が増えてきたことや、マスコミなどで日本各地のみな

らず、世界各地の道の風俗の紹介や、様々な出来事が知られるようになって、人々の地理的情報への要

求は高まっている。図書館では、そうした人々の要求に応えて、旅行・紀行・案内記などに関する図書

を、地理学とその周辺の図書・地図とともに収集する必要がある。 
 

２００～２７９（歴史） 

特定史観に偏らないように各史観のものを揃える。通史の世界史、日本史の全集・叢書は、複数

揃えたい。年表は重要な資料なので、重視して集めたい。その際、すぐれた参考文献・索引が付さ

れているかどうかも検討する。 
 

２０２.５（考古学） 

一定の利用があるので、収集に留意する。 
 

２１１～２１９（各地） 

各県の県史はできるだけ収集する。歴史的伝統のある地域、現代的課題のある地域、有名観光地

京都・奈良などの資料は、積極的に収集する。 
 

２２０～２７０（各国史） 

各国史は積極的に収集する。出版点数の少ないアジア・アフリカ・中近東の歴史・地理に留意する。 
 

２８０（伝記） 

著者の被伝者に対する多様な評価に留意する。その際客観的なデータをどれほど十分に利用して

いるか、人物をどれほど理解しているかに注意して収集する。 

人名事典の多くは、現存者を除外して、各界の有名人の経歴・業績をまとめて一定の順序に配列

してある。人名録は、現存者の収録を主としており「紳士録」「名鑑」「興信録」などのタイトル

のついたものはいずれもこの種のものであるが、なかには収録基準のはっきりしないものもあり、

十分注意を要する。 
 

２９０（地理、地誌、紀行） 

地名辞典は、可能な限り収集する。地図は、積極的に収集するが、方針は別に定める。世界各国

の地誌は、積極的に収集する。最新データのものに留意する。旅行案内、観光案内など、レクリエ

ーションに役立つ資料を豊富に収集する。姉妹都市ホノルル市（アメリカ）サン・ビセンテ市（ブ
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ラジル）福州市（中国）日南市（宮崎県）の関連資料は積極的に収集する。紀行は利用が多いので、

豊富に収集する。 
 

 

 

３ 類（社会科学） 
社会科学は、各分野の基本書を体系的に収集する。社会科学は、さまざまな学説や主張が抗争している

分野なので、多様な観点に立つ多様な資料を幅広く収集する。社会科学は、その時代の時代性と深く結

びついている分野なので、今日的主題を重視して収集する。入門書、概説書は、常に新鮮な資料を揃え

利用の多い分野については、類書や複本も用意する。 

参考図書（事典類）については、総論から各論まで、ある程度専門的なものも含め、幅広く収集する。

社会科学は、市民が高度の調査研究に進みうる分野なので、専門の研究者にもある程度のサービスが提

供できるよう、必要な専門書は積極的に収集する。日常生活及び実務上に必要な実用書、実務書は豊富

に収集する。 

専門書の選定にあたっては、常に幅広い目録類や出版案内などを参照すると同時に、つとめて現物選定

を行う。 
 

３０２（政治、経済、社会、文化情報） 

話題になっている資料、新しい資料を豊富に収集する。 

３０４（論文集、評論集、講演集） 

時代を代表する評論、話題になった評論は、もれなく収集する。（書評に取り上げられたもの、

論争を喚起したもの、評価の高い著者の評論等）代表的な思想家の資料は、もれなく収集する。そ

れぞれの社会思想において、時代を代表する資料、及び話題になっている資料は、もれなく収集す

る。 
 

３１０.４（政治論集、政治評論集、政治演説・講演集） 

話題になっている資料、時事性のあるもの、著名な著者によるものは、もれなく収集する。 
 

３１１（政治学、政治思想） 

多様な観点の資料を幅広く収集する。国家論、ファシズム、社会主義、共産主義関係のものも、

豊富に収集する。 
 

３１２（政治史・事情） 

話題になっているもの、時事性のあるものを中心に幅広く収集する。多様な観点のものを収集す

るよう留意する。 
 

３１３.６１（天皇制） 

多様な観点の資料を収集する。 
 

３１４（議 会） 

日本の議会に関する資料は、明治期の帝国議会等についての専門資料も含め、幅広く収集する。 
 

３１４.８（選挙、選挙制度） 

話題になっているもの、時事性のあるものを中心に幅広く収集する。 
 

３１５（政党・政治結社） 

日本の政党、政治団体に関する主要な資料は、できるだけ収集する。政治資金に関する資料も積

極的に収集する。 
 

３１６（国家と個人・宗教・民族） 

多様な観点の資料を幅広く収集する。話題性・時事性に留意する。 
 

３１７（行 政） 

現状を示す最新の資料に留意する。内閣、警察、公務員についての資料も、幅広く収集する。行

政改革の資料は、多様な観点の資料を積極的に収集する。防災については、実用的な資料を収集す

る。 
 

－　107　－



 

３１８（地方自治、地方行政） 

自治体図書館として、地方自治の諸問題については、多様な観点の資料を幅広く収集する。都市

問題、都市政策に関する資料及び、住民運動に関する資料は、積極的に収集する。「今」話題にな

っている問題については多様な観点に立つ資料を積極的に収集する。 
 

３１９（外交、国際問題） 

「軍縮問題」「安全保障」「反戦運動」「核問題」「反核運動」など、話題性・時事性のある分

野で利用も多く、本市においても「核兵器廃絶平和都市宣言」を宣言しているので、多様な観点の

資料を幅広く収集する。 
 

３２０（法 律） 

各分野の基本書を体系的に収集する。「法律相談」等の実用書に留意する。法令集・判例集は、

幅広く集める。主要な講座・大系等は、幅広く収集する。 
 

３２２（法制史） 

歴史との関連で体系的に収集する。 
 

３２３（憲 法） 

国の基本法であり、市民生活と深くかかわるので積極的に収集する。基本的人権、憲法９条など、

論争のある主題については、多様な観点の資料を幅広く収集する。 
 

３２３.９（行政法） 

入門書、概説書に留意する。時事性のある資料に留意する。 
 

３２４（民 法） 

体系的に収集する。市民生活と関わりの深い分野である契約法、親族法、相続法は、幅広く、か

つ実用的な資料に留意する。 
 

３２５（商 法） 

社会法、商行為法、保険法、手形法は、実用的な資料に留意する。 
 

３２６（刑法、刑事法） 

多様な観点、学説の資料を幅広く収集する。入門書、概説書に留意する。刑法改正、保安処分な

ど時事性、話題性のある資料に留意する。 
 

３２６.２（刑法各論．犯罪の類型） 

社会的関心を集めた犯罪について書かれた資料は、多様な観点の資料を幅広く収集する。 
 

３２７（司法、訴訟手続法） 

実用的な資料を積極的に収集する。社会的に大きな話題を呼んだ訴訟の記録は収集する。 

３３１（経済学・経済思想） 

入門書・概説書・研究書・原典を体系的に幅広く収集する。様々な学説と主張が抗争している分

野なので、多様な観点に立つ多様な資料を収集する。新しい経済学の動向に留意する。 
 

３３２（経済史・事情．経済体制） 

日本及び世界の歴史・事情を知るために資料を幅広く収集する。最新事情は迅速に収集する。日

本との関係、近親性に留意する。 
 

３３３（経済政策．国際経済） 

経済援助、経済協力、南北問題を重視する。時事性、話題性のある資料に留意する。 
 

３３４（人口．土地．資源） 

時事性、話題性のある資料に留意する。基礎的データの資料に留意する。 
 

３３５（企業．経営） 

経営学の二大潮流であるアメリカ及びドイツの経営学に留意する。サラリーマン、中小企業主、

自営業主のための入門書、実用書は幅広く収集する。 
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３３６（経営管理） 

入門書、実用書をはじめ幅広く収集する。職場の人間関係や人事管理についての資料は、積極的

に収集する。事務のＯＡ化や定年制など、時事性や話題性のある資料に留意する。 
 

３３７（貨幣．通貨） 

市民生活に関連が深いので、幅広く収集する。 
 

３３８（金融．銀行．信託） 

金融の自由化、国際化など最新の動向に留意する。利殖、投資は、実用書を収集する。サラ金問

題も収集する。 
 

３３９（保 険） 

実用書を収集する。 
 

３４０（財 政） 

時事性、話題性のある資料について留意し、入門書、概説書を中心に収集する。 
 

３４５（租 税） 

税金などの実用書を幅広く収集する。時事性、話題性のある資料に留意する。 
 

３５０（統 計） 

基本的な統計類を継続して収集する。 
 

３６１（社会学） 

世論、マスコミ、マス・メディア、日本人論は、入門書から研究書まで幅広く収集する。特に世

論マスコミ、マス・メディアについては留意し、収集する。 
 

３６４（社会保障） 

新しい実用書を幅広く収集する。 
 

３６５（生活・消費問題） 

時事性、話題性のある資料に留意し収集する。 
 

３６６（労働経済．労働問題） 

多様な観点に立つ、多様な資料を収集する。単身赴任、定年制など時事性、話題性のある資料に

留意する。婦人労働問題は利用が多いので、幅広く収集する。就職案内や各種の資格、就職に役立

つ資料を収集する。 
 

３６７（家族問題．男性・女性問題．老人問題） 

多様な観点に立つ、多様な思慮を幅広く収集する。 
 

３６８（社会病理） 

自殺、少年非行、覚醒剤など、時事性、話題性のある資料を幅広く収集する。 
 

３６９（社会福祉） 

時事性、話題性のある資料が多いので、幅広く収集する。特に婦人福祉、老人福祉、身障者福祉、

身障者の自立、難民問題、ボランティア活動、保育・保育所については積極的に収集する。 
 

３７０（教 育） 

常に社会的関心を集めている分野なので、多様な観点に立つ多様な資料を幅広く収集する。主要

な講座・全集はもれなく収集するように努める。ただし、一般教養的内容のもので、内容に多数の

重複が考えられる資料は選択する。古典や評価の高い人の個人全集及びユニークな研究課題をもっ

た講座などは、ある程度専門的資料であっても収集する。 
 

３７１（教育学．教育思想） 

入門書、概説書、研究書、原典を体系的に収集する。多様な観点に立つ多様な資料を幅広く収集

する。話題になっている最新の資料について留意する。 

－　109　－



 

 

３７３（教育政策．教育制度．教育行財政） 

教育政策は、政争の焦点となりやすいので、多様な観点に立つ多様な資料を幅広く収集する。中

教審等の答申など、現政策にかかわる基本資料の収集に留意する。 
 

３７４（学校経営・管理．学校保健） 

多数の市民がかかわっているＰＴＡについての資料は、積極的に収集する。市民が父母としてか

かわる運動会、学芸会、文化祭、校外教育などの学校行事についての資料は、積極的に収集する。 
 

３７５（教育課程．学習指導．教科別教育） 

市内の公立中学校の主要な教科書を収集する。学習指導要領も収集する。評論・研究書は、多様

な観点に立つ多様な資料を幅広く収集する。 
 

３７６（幼児・初等・中等教育） 

幼児教育、保育、学童保育は利用がおおいので、実用的な資料を中心に幅広く収集する。児童・

青少年問題（376）との関連で、積極的に収集する。時事性、話題性のある資料に留意する。 
 

３７７（大学．高等・専門教育．学術行政） 

時事性、話題性のあるものに留意する。学生運動は現代史資料としても利用されるので、多様な

観点の資料を収集する。 
 

３７８（障害児教育） 

積極的に収集する。実用的な資料を収集する。 
 

３７９（社会教育） 

話題になっている資料、最新の資料を収集する。専門家の著作だけでなく、他分野からの発言に

留意し、ジャンルとしての広がりが持てるよう、多様な資料を幅広く収集する。しつけ、家庭教育

は実用的な資料に留意する。幼児教育・保育との関連に留意する。 
 

３８０（風俗習慣．民俗学．民族学） 

多様な資料を幅広く収集する。通過儀礼、冠婚葬祭に関する実用書は、目的別に幾通りかそろえ

る。 
 

３９０（国防．軍事） 

古典は多くないが揃える。559（兵器・軍事工学）、319（戦争と平和）、２類（戦史）、９類（ル

ポルタージュ）などとの関係に留意する。記述が正確で冷静であれば、論争的なものでも歓迎する。 

自衛隊に関する資料は、多様な観点に立つ資料を幅広く収集する。国防政策（393）は軍事費、軍

縮問題、時事性、話題性のある資料を幅広く収集する。 
 

 

 

４ 類 自然科学（数学、理学、医学） 
自然科学はその進展が著しい分野なので、最新の情報を常に提供できるよう留意する。難易度は、大学

の一般教養程度のものを中心とする。市民が自然科学全般及び主要な個別分野の状況を概観できるよう

な入門書、概説書を中心に収集する。 

自然科学の最新の分野（例えば「バイオテクノロジー」など）について、わかりやすく書かれた本は、

積極的に収集する。 
 

４００（自然科学） 

科学哲学（401）科学史(420)科学評論（404）は、科学とは何かを知り、科学の歴史・現状として

将来を考えるには不可欠であるが、利用はあまり多いとはいえないので、代表的なものを収集する。 

科学の進歩につれて、考え方も変わってくるので、それに対応した蔵書構成に努める。自然科学

全般にわたる事典類のような基礎的資料は可能な限りそろえる。 
 

４１０（数 学） 

入門書、概説書を中心に体系的に収集する。 
 

４２０（物理学） 
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入門書、概説書を中心に体系的に収集する。 
 

４３０（化 学） 

入門書、概説書を中心に体系的に収集する。物理化学、無機化学、有機化学等の基礎的なものは、

実験の図書ともに幅広く揃える。 
 

４４０（天文学．宇宙科学） 

入門書、概説書を中心に体系的に収集する。星座や星の写真集、天文観測などの分野の利用が多

いが、それらの図書だけでなく、星や宇宙の一生、天文の計算といったものなどを含めて、天文学

の全体像を見渡せるような蔵書構成に努める。 
 

４５０（地球科学．地学） 

気象学、地震学、地質学などの特定分野に偏らないように収集する。恐竜などの古生物は、利用

の多い分野であるが、他の分野との関連、バランスも考えながら収集する。 
 

４６０（生物科学．一般生物学） 

この分野は、生命の起源、エコロジー、環境、バイオテクノロジーなどの問題によって脚光をあ

びている分野である。それだけに新刊も少なくなく、時代に取り残されないような選書が必要であ

る。 
 

４７０（植物学） 

植物図鑑は、初心者向け、中級者向け、専門的なものと、各利用者層にあったものを揃える。そ

の際、著者・出版社が実績を持ち、増版を重ねていることがキーポイントの一つである。また、写

真集などに偏らないように、植物生理学や分類学、生態学までを含めて収集する。 
 

４８０（動物学） 

図鑑については､470（植物）と同様である。ここでも読み物ばかりでなく、生理、生態、分類な

どを含む動物学の図書についても一通りそろえる。 
 

４９０（医 学） 

入門書、概説書を中心に体系的に収集する。実用的な資料や闘病の記録は利用が多いので、幅広

く収集する。 
 

 

５ 類 技術（工学、工業、家政学） 
科学技術はその進展が著しいので、最新の情報をつねに提供できるよう留意する。 

科学技術の最新の動向（例えば「光通信」など）について、わかりやすく書かれた資料は、積極的に収

集する。趣味や実用に役立つ資料は、積極的に収集する。 

専門家や学生向けにはある程度専門性が高い資料まで収集する。一般向けには、実用書など生活に密着

したものを重点的にする。実用書は、図版の多いものを入れ、多様に収集する。また、専門書と入門書・

実用書との間の橋渡しをするような図書が欠けることのないようにする。個々の図書は、最新の資料・

情報に基づいて正確に書かれていなければならない。定評のある出版社の版を重ねた図書は、一定の水

準を持っている。 

590（家政学・生活科学）を除く５類の蔵書はどこでも少なく、出版点数も多くなく、書評などで話題

になることもないので、新刊・近刊情報には特に注意をはらい、新刊書を見落とさないようにする。技

術工学書を出版する出版社は限られているので、それらの出版社の目録をそろえる。 

５類は蔵書が古くなりやすいので、最新情報を必要とするものには、特に蔵書更新に心がけ、全蔵書の

新鮮度を保つようにする。 
 

５００（技術．工学） 

エネルギー問題や技術評論は積極的に収集する。特許・発明・意匠は、新しいものを入れる。 
 

５０７.９（科学玩具．模型工作） 

鉄道模型、船舶模型、模型飛行機等、趣味娯楽に役立つものを幅広く収集する。 
 

５１０（建設工学．土木工学） 

公害、環境問題を重視して収集する。 
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５１７（河海工学．河川工学） 

久茂地川等、河川汚染が問題になっている自治体の図書館として、河川行政、河川の汚染に関す

る資料は積極的に収集する。 
 

５１８（衛生工学．都市工学） 

都市問題、地方自治との関連で積極的に収集する。市民生活に密接に関連するので、積極的に収

集する。 
 

５１９（公害．環境問題） 

利用が多く、時事性、話題性が常にある分野なので、多様な観点に立つ多様な資料を幅広く収集

する。 
 

５２０（建築学） 

流行にも留意し、蔵書更新につとめる。写真集や図集のシリーズも入れる。現代建築にも注意を

払う。 
 

５２６（各種の建築） 

市民生活と密接な関係があるので、積極的に収集する。商店主のための実用的資料を幅広く収集

する。 
 

５２７（住宅建築） 

利用が多いので、実用的な資料を幅広く収集する。 
 

５３７（自動車工学） 

利用が多いので、趣味や実用に役立つ資料を幅広く収集する。 
 

５３８（航空宇宙工学） 

航空ファンのための資料にも留意する。時事性、話題性のあるものを中心に、幅広く収集する。 
 

５３９（原子力工学） 

最新の資料に留意する。多様な観点に立つ多様な資料を幅広く収集する。 
 

５４０（電気工学） 

時事性、話題性のある分野なので、多様な観点に立つ多様な資料を幅広く収集する。趣味や実用

に役立つ資料にも留意する。 
 

５４３（発 電） 

最新の資料に留意する。 
 

５４７（通信工学．電気通信） 

アマチュア無線、オーディオ、テレビ、ＶＴＲなどヤングアダルトをはじめ誰でも読めるような

資料を幅広く収集する。 
 

５４８（情報工学） 

社会的関心を呼んでいるので、積極的に収集する。コンピュータの特定機種については、プログ

ラムの汎用性を考慮し、特定メーカーに偏らないようにしながら、利用の多いものを中心にそろえ

るようにする。 
 

５４９（電子工学） 

最新の資料に留意し、積極的に収集する。 
 

５５０（海洋工学．船舶工学） 

船舶ファンのための資料にも留意する。 
 

５５９（兵器．軍事工学） 

社会的関心が高いので、多様な観点に立つ、多様な資料を幅広く収集する。 
 

－　112　－



 

５６０～５７９（金属工学．石油．化粧品．合成洗剤） 

多様な観点に立つ多様な資料を幅広く収集する。最新の素材に留意する。 
 

５８０（製造工業） 

個人の利用にも役立つ資料を積極的に収集する。 
 

５９０～５９９（家政学．生活科学） 

一般的傾向に配慮し、実用書、概説書シリーズものなど、各種を積極的にそろえ、必要があれば

複本を入れるなどして、利用者の要求に応えるようにする。また、資料の消耗が激しいので、絶え

ず更新につとめ、常に新鮮な蔵書にする。季節や流行にも注意を払い、質量ともに充実を図る。 

家庭電気、日曜大工（592）は、わかりやすい入門書・実用書を幅広く収集する。 
 

５９３（衣服．裁縫）・５９４（手芸）・５９６（食品．料理） 

590の中心をなす部分である。利用が多いので、複本を入れたり、シリーズものを揃えたりするな

どして、利用者の要求に応えるようにする。簡易製本のものが多く、利用も多いので、破損が多い。 

資料の更新を積極的に行う。季節や流行にも配慮し、配架などを工夫して利用者の便を図る。 
 

５９７（住居．家具調度） 

利用が多いので､527（住宅建築）との関連に気を付ける。図書以外の雑誌の増刊などにも気を配

り、収集する。写真の多い大型本が好まれるので、適宜揃える。 
 

５９８（家庭衛生）・５９９（育児） 

一通り揃えるようにする。598は490（医学）と、599は376（幼児教育）、379（家庭教育、

しつけ）との関連に留意する。 
 

 

６ 類 産業（農林水産業．商業．運輸．通信） 
この部門には、農林水産業（第一次産業）と商業（第二次産業）とが含まれているが、出版点数が少な

いことが特徴になっているので、利用が期待される分野を特に充実させ、利用実態を考慮しつつ基礎的

なものや一部専門的なものなど適当な構成になるよう配慮する。 
 

６０２（産業史・事情．物産誌） 

産業社会の新しい動向について書かれた資料は、積極的に収集する。 
 

６１０（農 業） 

アフリカ飢餓など、今日的な関心の高い食糧問題や農村問題に重点を置く。 
 

６２０（園芸）・６２９（造園） 

利用が多いので、趣味や実用に役立つ資料を幅広く収集する。 
 

６３０（蚕糸業） 

かつて日本の主要な産業の一つであった事情をふまえ、参考図書はある程度必要である。 
 

６４０（畜産業） 

ペットの飼い方が主となる。６類の中では、620（園芸）とならんで利用が多い。犬、猫、鳥など

愛玩動物の飼育に関するものを数多く入れる。趣味や実用に役立つ資料を幅広く収集する。 
 

６５４（森林保護）・６５９（狩猟）・６６３（水産基礎学） 

自然保護に関する資料は、時事性、話題性があるので、積極的に収集する。 
 

６７０（商 業） 

商業英語・商業作文（670）は、実用に役立つ資料を収集する。商業政策（671）に留意する。商

業経営・商店（673）は、実務に役立つ資料を幅広く収集する。不動産（673）は実用的な資料を収

集する。 

広告（674）は、幅広く収集する。実用的な資料に留意する。広告を媒介とした新しい大衆論が注

目されるので留意する。時事的な資料に留意する。マーケティング(675）は、幅広く収集する。678

（貿易）は、入門書、概説書を中心に収集する。実用的な資料に留意する。 
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６８１（交通政策・行政・経営） 

自治体問題との関連で収集する。実用的な資料を収集する。 
 

６８９（観光事業） 

実用的な資料を収集する。 
 

６９３（郵便．郵政事業） 

趣味に役立つ資料を幅広く収集する。 
 

６９４（電気通信事業） 

先端技術やその応用について分かりやすく書かれた資料は積極的に収集する。 
 

６９９（放送事業．テレビ．ラジオ） 

幅広く収集する。 
 

 

 

７ 類 芸術（美術，音楽，演劇，スポーツ，諸芸，娯楽） 
市民の教養・趣味・娯楽に役立つ資料を、鑑賞・研究と制作・実技等との両面にわたり、幅広く収集

する。 

美術全集・画集・写真集・工芸名品集等は、基本的なものを中心にできるだけ幅広く収集する。 

趣味として手かげる人の多い分野については、入門書を中心に豊富に収集する。また、ある程度上級

の人の要望にも応えられるよう、幅広く収集する。 

市民の趣味・流行に留意し、新しい分野についての情報も迅速に提供できるように努める。また、利

用の集中する分野には、充分な量の資料を用意する。 
 

７０１（芸術理論．美学） 

基本的な資料を収集する。新しい理論に留意する。 
 

７０２（芸術史．美術史） 

利用が多いので、幅広く収集する。 
 

７０３.８（美術品目録） 

各種の美術展の目録は、資料として利用価値があるので収集する。 
 

７０４（論文集．評論集．講演集） 

時代を代表する評論、話題になった評論はもれなく収集する。 
 

７０８（叢書．全集．選集） 

積極的に収集する。軽装版も豊富に収集する。 
 

７１０～７３０（彫刻．絵画．版画） 

画集、作品集は積極的に収集する。作家研究は基本的資料を収集する。制作技法に関する資料は、

入門書を中心に幅広く収集する。 
 

７４０（写真）・７４８（写真集） 

初心者向きからある程度上級者向きまで収集する。機械及び技術に関する分野は、最新の情報を

提供できるよう留意する。写真集は評価の高い基本的なものを、できるだけ収集する。 
 

７４９（印 刷） 

シルクスクリーンなど一般向きの実用的資料を収集する。 
 

７５０（工 芸） 

各分野の基本的図書を市民の趣向に留意して収集する。 

陶芸、染色、織物、籐工芸、折り紙、革工芸、人形、その他趣味として手掛ける人のための初歩

的技術書を中心に、幅広い資料を収集する。流行に留意し、利用の多い分野には、充分な資料を用

意する。 
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７６０（音 楽） 

各ジャンルの基本図書を体系的に収集する。楽譜集、楽器演奏法、邦楽入門も留意し収集する。

一枚物の楽譜は収集しない。 
 

７６９（舞踏．バレエ） 

各ジャンルの基本書を体系的に収集する。 
 

７７０（演 劇） 

各ジャンルの基本図書を体系的に収集する。時事性、話題性のある資料に留意する。 

学校や地域で上演される各種の演劇、演劇運動に関する資料に留意する。 

児童劇、人形劇など、子供向けの演劇に関する資料にも留意して収集する。劇場プログラム等、

資料として利用価値があるものは、収集するように努める。 
 

７７８（映 画） 

利用が多いので、幅広く収集する。時事性、話題性のある資料に留意する。劇場プログラム等、

資料として利用価値があるものは、収集するように努める。 
 

７７９（大衆演芸） 

幅広く収集する。時事性、話題性のある資料に留意する。歌手、芸能人などのいわゆるタレント

の本については、タレントということを理由に排除しない。 
 

７８０（スポーツ．体育） 

各種目・各競技ごとに基本書をもれなく収集する。初心者向けの入門書に留意する。 

市民の趣向・流行にも留意し、新スポーツ（トライアスロン、ゲートボール、水上スポーツなど）

に関する資料も迅速に収集し、利用の多い分野には充分な量の資料を用意する。 

スポーツ団体、学校、社会教育団体等にも役立つ資料に留意する。 

プロ野球、大相撲、プロレス、スポーツを「観る」側からの資料も積極的に収集する。 
 

７８７（釣魚．狩猟） 

「つり」の図書は利用が特に多いので、冊数を増やすようにする。安易なものも多いので充分注

意する。 
 

７８９（武 術） 

各主要流派のものは揃える。 
 

７９０～７９９（諸芸．娯楽） 

各分野の基本書を体系的に収集する。初心者向けの入門書、市民の趣向、流行に留意する。 

茶道、華道、囲碁、将棋、トランプ、麻雀、ダンス、フォーク・ダンスの分野は特に重点をおい

て収集する。 

初級から上級まで、なるべく多様に収集するようにする。利用度が高く破損が多いので、資料の

更新に心がける。 
 

 

 

８ 類 言 語 
市民の教養・学習・実用に役立つ資料を収集する。事典類はこの分野の核になるので、重点をおいて収

集する。また、必要なものは貸出もできるようにする。 
 

８０１（言語学） 

基本的な資料を体系的に収集する。 
 

８１０（日本語） 

日本語論は利用が多いので、幅広く収集する。 
 

８１３（辞 典） 

基本的なものはもれなく収集する。特殊辞典（類語、語源、古語、流行語等）も幅広く収集する。 
 

８１６（文書．文体．作文） 

－　115　－



 

実用に役立つ資料を幅広く収集する。 
 

８１８（方言．訛語） 

利用が多いので、入門書、概説書を中心に積極的に収集する。 
 

８２０～８９９（外国語．国際語） 

国際化時代を迎え、語学の要求は強いので、市民の学習と実用に役立つ資料を幅広く収集する。 

各国語の語学書は、もれないように留意する。 
 

８２０（中国語） 

姉妹都市福州市との関係もあるので、積極的に収集する。 
 

８３０（英 語） 

もっとも多く学ばれている外国語として、重点的に収集する。社会人向けの軽易な学習書や読み

物にも留意する。 

英語に次いで広く学習されている、朝鮮語、独語、仏語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、

エスペラント、については、○和辞典、和○辞典のほかに、その言語による国語辞典も収集し、辞

典以外についても、基本的資料や一般向けの軽易なものを積極的に収集する。 

その他の言語については、○和辞典、和○辞典、をはじめ基礎的な資料を収集する。○和辞典の

ない言語については、○英辞典等をできるだけ用意する。 
 

 

 

９ 類 文 学 
市民の関心がもっとも高く、また、もっとも利用の多い分野なので、各分野について豊富な資料を収集

する。 

全集、作品集に入っている作品でも、利用が多く見込まれるもの、また、単行本・文庫本の形態の法が

利用しやすい作品については単行本・文庫本を複本として収集する。 

受賞作品や、話題になっている作品は、もれなく収集する。 
 

９０１（文学理論・作法）～９０７（研究．指導法．文学教育） 

文学理論書はやや専門的になるが、ある程度は必要である。世界文学の辞典など、参考図書にも

配慮する。 
 

９０８（叢書．全集．選集） 

世界文学全集は、代表的なものを１セットは所蔵する。できれば複数そろえる。スタンダー

ドな全集の外に、ＳＦ全集・ミステリー全集のようなテーマを絞ったセットものを何点か揃え

る。 
 

９０９（児童文学研究） 

児童文学については、児童書との関連で、図書館員を含めて人々の関心が深い分野であり、充実

をはかる。 
 

９１０（日本文学） 

代表的な近代・現代文学の作家論、作品論は一通り揃える。全体として日本文学が概観できるよ

うな蔵書構成にする。日本文学に関する参考図書も必要である。 
 

９１１（詩 歌） 

詩歌については根強い資料要求がある。各時代を代表する詩歌集・詩歌論は揃える。特に万葉集・

古今和歌集などの要求の高いものは、充実をはかる。近・現代の詩歌集も揃える。現代詩は、話題

になった作品を落とさないようにする。詩歌の全集など、セットものがあると詩歌の世界が概観し

やすい。なお、歳時記は何種か入れる。図版の多いものに留意する。短歌、俳句の作り方などの実

用書も、利用が多いので考慮する。 
 

９１２（戯 曲） 

伝統的な戯曲資料を加えて、近年ではテレビのシナリオの出版が活発であり、利用も多いので充

実させる。 
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９１３（小説．物語）～９１６（記録．手記．ルポルタージュ） 

古典類に対する要求も根強い、代表的な「物語」「日記」などは、作品・作品論とも、一通り揃

える。古典文学の全集で古典類はかなりカバーできるので、全集は１セットは揃える。原典ととも

に、注釈書、対訳書、口語訳書なども揃える。源氏物語のような日本文学を代表する作品には、い

ろいろな訳者が現代語訳を出しており、それ自体が文学作品でもある。代表的な訳と思われるもの

を何点か揃える。 
 

９１３.６（近代小説） 

ここは９類の中心となるところである。充分な量を確保し、ポピュラーな作家・作品、ロングセ

ラー、話題性のある作品など充実させる。小説でベストセラーが生まれるとマスコミなどでも話題

となるので、新聞広告、書評、出版界のニュースなどに注意して、要求に対応するようにする。さ

らに、それだけでなく、蔵書全体の奥行きを深める努力もする。 
 

９１４.６（近代の評論．エッセイ．随筆） 
 

９１５.６（近代の日記．書簡．紀行） 

近代小説と同様に、ポピュラーな作品群を中心に、裾野を広げられるように配慮する。 

９１６（記録．手記．ルポルタージュ） 

評価の定まった作品を中心に幅広く収集する。時事性、話題性のある作品に留意する。 
 

９１８（作品集・全集．選集） 

全集、双書は、根強い要求のある近代文学の作品を一通り揃えるのに便利である。日本文学全集

は何種類も出版されている。代表的なもの、利用の多いものを数セット置く。 

個人全集は代表的な作家を中心とする。館による分担を考える。 
 

９２０～９９０（外国文学） 

外国文学においては、利用の多い文学を充実させ、少数文学にも留意し見落とさないようにする。 

外国文学の作品は、翻訳されたものを収集するが、古典的な作品などは複数の作品が存在するこ

とがあるので、訳者についても考慮する必要がある。 

外国文学の個人全集は、代表的な作家のものを中心に揃える。 
 

 

 

２ 郷土資料 ＜地域資料＞ 
地域資料とは、「特定の地域で刊行あるいは生産され、また、その地域に関して記述されている資料」

のことをいう。那覇市立図書館における「特定地域」については、現在の那覇市あるいはかつて琉球国

の王城の所在地であった首里、古くからの交易都市那覇、織物と漁業の村であった小禄、純農村であっ

た真和志、という個性的な村落の集合体であるという歴史的経緯、行政的経緯をふまえて、地域資料の

地理的範囲を那覇市（旧那覇、旧首里、旧真和志、旧小禄）、沖縄県全域、奄美諸島全域とする。 
 

 

(1) 那覇市関係資料 

那覇市域に関する資料は、網羅的に収集する。那覇市の歴史、地理、地誌、自然等を扱ったもの（研究、

記録、統計、目録、索引、写真等）、那覇の人、那覇の事柄を取り扱ったもの、那覇に伝来することが

らを扱ったもの（説話、伝説、昔話、ことば、風俗、習慣等）。那覇を主要な舞台とするフィクション、

ノンフィクション作品。那覇について記述されている雑誌、パンフレット等。文化財に関する資料、各

図書館、博物館、等の発行した郷土資料目録等、網羅的に収集する。複本も可能な範囲で収集する。 

地域に関する民間出版物は、存在自体がつかみにくい場合が多いが、新聞の地方版などに目を配って、

目にとまったものについては、確実に収集する。一部那覇のことが記載されている資料の場合は、必要

に応じて当該の部分のみを複製・製本して、郷土資料コーナーに配架する。 
 

(2) 歴史的風土環境資料 

歴史的風土環境資料とは、那覇地域に特に強い関わりを持つ事項に関する資料をもって構成する。 

首里城、石畳、那覇港、末吉社壇、安里川、久茂地川、首里織、奥武山、等についての記述のある資料

については網羅的に収集する。 
 

(3) 行政資料 
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那覇市の発行した資料。沖縄県内市町村要覧、総合計画、地図、都市計画、統計書、等の主要なものを

収集する。 
 

(4) 沖縄県、奄美地域資料 

市民の利用が多いので、積極的に収集する。 
 

(5) 類縁機関と連携資料 

博物館、美術館、文化振興課、教育委員会文化課、情報公開センターなどの類縁機関と調整を図りなが

ら、収集する。可能な限り複数の資料を収集して、保存するもの以外は貸出を行う。 

那覇資料の充実は、資料に関する情報、寄贈、執筆者等あらゆる面で、市民及び関係機関の協力も仰ぐ。 

 

３ 参考図書 
参考図書は、「記事の配列及び扱い方が通読されているようになっているのではなく、特定の情報記

事が調べやすいようになっている図書」である。 

 市民の調査研究に役立つ参考図書は、積極的に収集する。参考図書は原則として貸出を行わないが、

必要なものについては複本を用意して、貸出を行う。 
 

 (1) 辞典・事典・便覧・ハンドブック 

利用度も高く、利用もしやすい基本参考資料である。 

多少の内容的重複はいとわず、類書があっても原則として全てを収集する。調査研究を充分に援助する

には、資料の厚みが不可欠であり、また、利用の集中を緩和させるためにも、類書を含めた網羅的な収

集が必要である。必要なものは、貸出用複本も用意する。 
 

 (2) 書 誌 

各種の書誌、図書目録、索引類を原則として全て収集する。蔵書目録については、沖縄県内は全て収集

する。その他は、地域性を考慮して、重点的に収集する。 

専門図書館、公共図書館を問わず、地域的特性があり、収集にそれが反映しているところ、所蔵が豊富

で、通常の閲覧が可能なところは重点的に収集する。 

書誌については、複本は原則として用意しない。 
 

 (3) 統計資料 

国全体に及ぶ統計は、原則として全て収集する。都道府県及び政令都市の統計は、必要に応じて収集す

る。 

地域に関係なく特殊な主題（例えば、スモン病、水俣病、基地問題など）を扱っている統計については、

必要に応じて収集する。複本は原則として用意しない。 
 

 (4) 年 鑑 

原則として全て収集する。地域年鑑も可能な限り収集する。複本は、「沖縄年鑑」以外は用意しない。 
 

 (5) 白 書 

各主題にわたり、基本的なものを全て収集する。必要なものは、貸出用複本も用意する。 
 

 (6) 人名録、団体名鑑 

各種人名録や団体名鑑の類は、各主題にわたり、なるべく幅広く収集する。多少の内容的重複はいとわ

ない。ただし、高価な資料が多いこと等も考慮し、利用が少ない分野、変化をほとんど示さない分野、

類書が多数ある分野は、購入及び購入頻度を調整しながら収集する。 
 

 (7) 地 図 

一般地図帳は、世界及び全国の地図で、内容が新しく信用のおけるものを定期的に収集する。複本は用

意しない。 

市街図、観光地図は、全国主要都市、主要観光地のものを常備する。貸出用複本も用意する。 

道路地図は、基本的な全国版を常備する。必要に応じ、別に貸出用複本も用意する。 

地形図は、国土地理院20万分の１図、５万分の１図は必要に応じて収集する。２万５線分の１図につい

ては、必要に応じて特殊地域（例、伊是名、伊平屋島）を収集する。原則として貸出用は用意しない。 

主題図については、「日本国勢地図帳」を定期的に収集する。貸出用は用意しない。 
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 (8) 官報、法令集 

沖縄県、那覇市公報は収集し、製本して保存する。 

法令集は、六法全書、現行日本法規集等、国の法規、規則等を網羅的に収録したものを収集する。 

利用の多い特殊な主題の法令集は、わかりやすく（利用しやすく）編集されているものを重点的に収集

する。 

必要なものは、貸出用複本も用意する。 
 

 (9) 図 鑑 

極端に特殊なものは避け、収録範囲の広いものを、類書にこだわらず、幅広く収集する。 

利用の多いものは、貸出用複本も用意する。 
 

 (10) 電話帳 

全国すべて（約380冊）の最新刊を収集する。複本は用意しない。 

那覇市収録版のみ保存する。（那覇資料） 
 

 (11）新聞縮刷版 

縮刷版の出ている地元紙は、原則として全て収集する。貸出用複本は用意しない。 

マイクロフィルムも必要に応じて収集する。 
 

 (12）史料集・資料集 

原則として一般資料として収集するが、参考図書的性格を持つ資料が多いので、幅広く収集する。 

当館の特色の一つである「歴代宝案」等に関する資料はひきつづき収集し、また、利用の多い特殊な主

題を扱っているものは、積極的に収集する。 
 

 (13）文学全集 

文学全集は、原則として一般資料として収集する。ただし、参考図書的に使用されることも予想される

ので、管理・保存に充分な注意が必要である。 
 

 (14）ニューメディア案内 

ニューメディアに関する情報資料は幅広く収集する。 
 

 (15）その他の一般図書等で常置する必要のあるもの。 

複本を用意し、参考図書とする。   
 

 

＊参考図書の選択・収集 

ア  参考図書は、一般図書より高価なものが多い。また一度収集したものは長期にわたって使用するから、

選択・収集にあたっては、参考図書の信頼性・構成・特色・形態について充分検討し、効果的かつ計画

的な収集をする。 

検討すべき一般的な留意事項は次のとおりであり、総合的に判断して選択する。 
 

 (ア)内容の信頼性 

a 著者・編者（その資料に対して適任か、過去の業績はどうか） 

b 出版社（業績などはどうか） 

c 資料の最新性（出版年、改訂版、補遺などはどうなっているか） 
 

 (イ)構成・特色 

a 範囲（主題・時代・地域はどうなっているか） 

b 利用対象（一般人か専門研究者か、成人か学生か児童か） 

c 記述（記述の順序は、五十音か、アルファベット順か、年代順か、地域純か、分類順か。五十音順

（アルファベット）の場合は、大項目方式か、中項目方式か、小項目方式か） 

d 検索手順（使いやすい索引がついているか、関連項目への参照は適切か） 

e 挿入図、図表、統計、年表等は適切か 
 

 (ウ)形態 
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a 堅牢で耐久性があるか 

b 紙質はどうか 

c 活字の大きさはどうか、読みやすいか 
 

 (エ)類書と比較してどうか 
 

 

 

４ 雑誌・新聞 
 

 (1) 雑 誌 

雑誌は、継続購入し、保存されることが望ましい。「那覇市立図書館逐次刊行物保存要綱」に基づき、

計画的かつ継続的に収集する。 

一般雑誌は、利用者の様々な要求や興味に適切なものを収集する。学術雑誌や専門雑誌は、内容の正確

さや新しい情報が記録されているかどうかを留意し収集する。 

政治的、宗教的、思想的背景を持つ雑誌については、一部のものに片寄ることなく、平等に受け入れる。 

同一テーマ（主題）の雑誌（婦人、健康、カメラ等）は、各館調整して、多くのタイトルを有効に収集

する。 

出版社の雑誌に対する姿勢とその編集方針に注意して収集する。地域で発行される雑誌は、積極的に収

集する。 
 

 (2) 新 聞 

新聞は、政党新聞など主張の異なる新聞は、双方あるいは数種類収集することによって、公平を心がけ

る。 

ローカル紙、地域紙は、できるだけ収集する。その際、報道姿勢の信頼性、最新の情報記事の新鮮さ、

記事の採択範囲等に注意して収集する。 

特に最新情報を必要とする分野の業界紙は、比較的発行部数の多いものを適宜収集する。 

書評新聞は、できるだけ多く収集する。 
 

 

 

５ 視聴覚資料 
市民に紙媒体を補う幅広い資料提供の一環として、視聴覚資料を次の視点において収集する。 

なお、資料的価値・資料購入予算などを総合的に判断し収集するものとする 
 

 (1) 収集にあたっては教養・娯楽・学習など多様な利用目的に対応できるよう幅広い分野より収集 

する。 

     また、視覚聴覚に障がいのある市民のニーズを考慮する。 
 

 (2) 郷土に関する視聴覚資料はジャンルを問わず網羅的に収集し、特段の配慮を図る。 
 

 (3) 収集する媒体は、メディアの多様化に対応し、提供・保管において耐久性に優れた資料を収 

集する。 

    当面は録音資料（ＣＤ）、映像資料（ＤＶＤ）とする。 
 

 (4) 著作権に留意して収集する。 
 

 

 

６ マイクロ資料等 
必要に応じて収集する。 

 

 (1) 市販のマイクロ資料 
 

 (2) マイクロ化を必要とする資料。 

  当館未所蔵で、マイクロ以外では収集が不可能な資料 

   ア 郷土に関する資料で必要とするもの。 

   イ その他必要と認めた資料。 
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７ ヤング・アダルト資料 
なぜ青少年ではなくヤング・アダルト（若い大人）なのか、ヤング・アダルトは大人になりかけの子ど

もではなく「若い大人」であるという視点に立ち、この世代を尊重する。そして、生まれたときからす

でにテレビがあり、活字文化だけでなくさまざまなメディアにかこまれて育っている彼らに対して、図

書館は積極的に幅広い資料を収集する。 
 

 (1) 情報資料 

情報化社会を迎え、多様なメディアを使いこなす若い人たちの知的欲求に応えるため、多様な資

料を収集する。 
 

 (2) 図書資料 

「今」という時に、様々な充足を求める若い人たちのために、生活や娯楽のための情報を主題と

した図書を幅広く収集する。 

「青春の書」として、深い感銘を与え読み継がれた本、あるいは、現在の若い人に支持されてい

る本、大人や教師が若い人に薦めたい本などを収集して、豊かな読書の世界を紹介する。 
 

 (3) 絵本・まんが 

若い人たちの知性、感性に応えられるすぐれた作品を収集する。 

絵本は、原書の絵本も収集する。 
 

 (4) ミニコミ 

市内の若い人たちが発行したミニコミ誌は、できるだけ収集するように努める。 

部活動の機関誌や、研究誌、卒業記念誌、各種サークルの機関誌、同人誌、自費出版等は可能な限り

収集する。 

 

 

８ 児童図書 
子どもの時代は書物に対する好みや質の感覚が養われる時である。この時代にふれる書物の影響は大人

になってからの読書にはない、深く永続的なものがある。 

大人と違って、次代を担う可能性を秘めた子ども達に対して、その可能性を充分に発揮できるように、

よく選ばれた資料を用意する。良い本を選ぶ目は、長い間、子ども達から支持されている本を、たくさ

ん読むことによって養われる。また、子ども達の幅広い興味に対応できるよう、出版状況にも目を配っ

たり、さまざまな書評を 読んだりする必要がある。 

幼児・児童・生徒のあらゆる興味に対応できるよう、幅広く資料を収集する。 

各分野の評価の定まった資料「基本図書」は、もれなく、かつ充分な複本を揃えて収集する。 

これらの基本図書は、日常的に維持・更新して欠本の生じないようにする。 

（１）クラシックス･･･基本的な図書群 

（２）スタンダード･･･現在出版されている本、将来アの群に入る可能性のある図書群 

（３）スナッピングストーン･･･どの子どもも好むというわけでもないが、特別この分野 

にも興味を持つので備え付ける図書群 

児童書・児童資料は、各ブック・リスト、書評等で高い評価を得ているものであっても、品切れ・絶版

となるものが多数あるので、品切れ・絶版となった基本図書の保存に努める。 

成人を対象とした、児童文学研究とその関連資料を収集する。 
 

 

 

 (1) 絵 本 

ア 絵本全般 

子どもの知的・情緒的経験を広げ、想像力を豊かに養うものを中心に、幅広く収集する。絵が文

と一体となって展開されていて、絵から物語がたどれるもの。絵に力があり、内容（絵の持つ雰囲

気）に合っていて、読者を引き付けるもの。オリジナリティーがあるもの。一貫した文体で語られ

ているもの。子どもが理解できる表現をしているもの。読んで面白いもの（楽しい、興味深）。古

典・名作・昔話等を無理に対象年齢を下げて絵本化していないもの。明確で簡潔な文章で書かれて

いるもの。製本がしっかりしていて、こわれにくいもの。 
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イ 創作絵本 

子どもの成長や発展をうながす前向きのもの。自分の経験を再現して楽しめるもの。また空想力

を刺激し、物語に参加できるもの。（主人公に共感できるもの） 
 

ウ 初めて出会う絵本（赤ちゃん絵本） 

初めて出会う絵本（赤ちゃん絵本）それはおもちゃであり、大人が子どもに読んであげる行為を

通してスキンシップを深めるものである。 

一般的に赤ちゃん絵本というものは３歳以前の乳幼児が対象となる。それは３歳を境として急激

に精神の発達がなされ、言語を受け入れられ、絵を見て実物をイメージ化することも空想すること

もできるようになるからである。そこで３歳以前、以後のものと区別されるのである。 

選書にあたっては外見で ①小型版のもの（子どもが親しみやすい）。②こわれにくいもの（と

くにしっかりしたもの）。内容では ①絵が込み入っていないもの。②明るい色調（色彩）③色と

形が鮮明なもの。（幼年になるほど中間色、彩度の低いものには親しみにくくなるので、高彩度・

高色調が良い）④線の感じや色調の質感、内容と見合った画調等、感覚的なものがよい。⑤ストー

リーは日常生活をストレートに表し楽しめるもの。⑥ことばはリズミカルな拍子があり、音の作り

出す韻からくるものが心地よい。⑦乳幼児の関心と興味を集める身近な生活素材をもとに、絵とこ

とばの体験を通して大人と子どもがひとつの共有事例をはさんで共感関係を持ちながら、楽しい遊

びと対話へと誘うことが可能なもの。 
 

エ 知識絵本 

知識絵本の選書にあたっては、最新の正確な知識が書かれているもの。全体を通して主題の一貫

性があるもの。関連する事象は適切に取り上げられているもの。限られたページ数の中で、事実選

択とその構成がよくできていて、作者の意図するところがよくでているもの。 

表面的な現象だけでなく、「なぜそうなのか」というようなその現象の背景が描かれていて、子

どもが科学的な思想を育てられるもの。 
 

 

 

 (2) 昔話・神話・伝説 

昔話がもつ力･･･おもしろさ、不思議さ、美しさ、訴える力の強さ、民俗学の一分野としてではなく、

子どもの文学としての昔話を積極的に位置づけ、収集する。 

各国、各地方の資料を幅広く収集する。 

選書にあたっては、昔話特有のしっかりした構成を備えているもの。昔話の持っている主題、筋運び、

人物像が正しくとらえられているもの。極端に要約されていないもの。残酷な部分や、教育上・道徳上

好ましくないと思われる部分を勝手に削ったり、書き換えていないもの。 

＊残酷な場面は、抽象化された表現によって、決して受け手に生々しい嫌悪感を与えるものではない。 

＊昔話は「悪は滅ばされる」という原則を持っており、それによって子どもは納得し、安心する。 

文体や挿絵については、リズミカルな昔話独特の語り口が生かされているもの。擬態語・擬声語を効果

的に使い、イメージをより豊かにしているもの。方言がうまく使われているもの。（子どもが聞いて面

白く、おはなしの持つ風土、雰囲気が出ているもの。） 

挿絵は、話の持つ風土、雰囲気をあらわしているもの。 

＊昔話絵本について 

昔話は本来耳から聞くものなので、絵が話のイメージを固定してしまうこともあるが、また絵が子ども

の想像力を刺激したり、子どもが、昔話の中に出てくる知らないものを絵によって理解できることもあ

る。 

  

  

  

 (3) 児童文学 

児童文学は、豊かな想像力を養えるもの、子どもの裾野を広げて、より高度な読書の世界へと誘えるも

のを中心に幅広く収集する。 
 

ア 児童文学全般 

筋運びが独創的で起承転結があり、ぐいぐい話の中に引き込まれるもの。登場人物が生き生きと

して明確であり、子どもが共感できるもの。作者の言いたいことが子どもにわかるように書いてあ

るもの。不自然な飛躍や省略がなく、結末がはぐらかされず、子どもが読み終わって満足できるも
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の。 

状況設定が暗くても前向きに書かれていて、明日に希望と勇気を持たせてくれるもの。また、子

どもの成長を促すもの。 

挿絵が文章と一体になって、イメージを膨らませる手助けになっているもの。 

ことばが美しく、簡潔な文章で書かれているもの。 
 

イ 幼年文学 

楽しい世界が展開し、子どもが同化できるもの。 
 

ウ リアリズム児童文学 

リアリズム児童文学は、子どもの日常生活について書かれているもので、範囲が広く、家庭・学

校についての作品から、現代の社会問題（離婚・老人問題・障害者問題・登校拒否・戦争・死・単

身赴任等）を扱った作品が入る。しかし現実そのままを伝えるのではなく、多少のフィクションを

交えて児童向けに書かれているもの。 

選書にあたっては、子どもの成長過程で誰でも出会うさまざまな出来事を扱ったもので、子ども

が共感できて、納得できるもの。子どもだけでは解決できない社会問題を扱った作品でも、作者の

言いたいことが、誠実に書かれており、そして読んだ後に希望と勇気を持たせてくれるもの。 
 

エ ファンタジー 

すぐれたファンタジーに必要な条件としての、非現実の世界にリアリティーがあるか、非現実の

世界がありありと見えるように描かれているか、非現実と現実の世界との行き来が不自然でないか、

ストーリーの展開がすぐれているか、読者が興味を持って読みすすめるか、面白いか、読者に納得

のいく形で展開されているか。登場人物が生き生きと描かれているかに留意し、収集する。 
 

オ Ｓ．Ｆ（サイエンス・フィクション） 

Ｓ・Ｆ文学は、理論的な科学的知識に基づいて作られるべきである。しかし、その科学的知識が、

未来において実現可能かどうか、あるいは、現在の科学から見れば誤りであるというのは、問題に

しない。 

イメージのサポートとなるので、挿絵は特に本文にふさわしいもの、アイデアの面白いものに留

意する。 

＊子どもに人気のあるＳＦ的手法（タイムマシン、ロボット、ロケットなど）を取り入れて、安

易な興味をそそるようにしてあるものもあるので、注意する。 
 

カ 推理 

推理課程が安易でないもの。登場人物に魅力があること。 
 

 

 

 (4) 古典名作 

ア 日本の古典 

古典にふれたいという子どもの要求を満たすために、１シリーズは蔵書としておく。 

原典のストーリーの展開が、子どもにとって無理なく理解でき、おもしろいもの。原典への興味

をそそるような解説のあるもの。 
 

イ 外国の古典名作 

できるだけ完訳版がのぞましく、あきらかに原作を改ざんしたものは蔵書としない。 
 

 

 

 (5) ノンフィクション 

ア ノンフィクション全般 

科学への興味を呼び起こし、科学的な考え方やものの見方を育て、将来へ向けて子どもの視野を

広げる資料を収集する。幼児から中学生までの、知識・学習・趣味・娯楽に役立つ資料を収集する。

利用が集中する分野は、充分な複本を揃える。 
 

イ 百科事典・年鑑 

様々な構成のもの。（例、五十音、教科別、主題別等。）体系的に編集されているもの。索引が
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充実していて、項目が引きやすいもの。（例、人物別、時代別、五十音別、等） 
 

ウ 生き方を考える 

出版点数が少ないが、わかりやすい哲学、倫理、思想、宗教の資料を収集する。子どもたちの悩

みに答えられる人生論や心理の資料を収集する。 
 

エ 伝 記 

秘伝者の行動や業績が歴史的、社会的背景の中で描かれているもの。秘伝者の生活や人間性が、

多面的に描かれているもの。 

より多くの人物に、多様な観点からアプローチできるように幅広く収集する。 

幼年向け伝記は、評価の分かれるところであるが、利用状況に応じて収集する。 

伝記に対する要求は、低学年から出てくるが、特に低学年向けのものは、安易に書かれている場

合が多いので、留意する。 
 

オ 歴 史 

歴史の本は、科学的で正確な史実に基づいているか。歴史の大きな流れを把握しているか。歴史

への興味を喚起しているか。出典や根拠は確かか。資料、参考文献の紹介があるか。年表、索引、

図表は適切かに留意する。 
 

カ 地 理 

各地の特色のある産業や伝統工業については利用が多いので収集に留意する。修学旅行に役立つ

旅行案内等も収集する。探検記は積極的に収集する。 
 

キ 社会科学 

子どもの社会に対する見方を広げ深める資料を体系的に収集する。社会科学習に役立つ資料を収

集する。 

社会の新しい動向について記述されている資料に留意する。意見のある問題については、それぞ

れの観点に立つ資料を幅広く収集する。 
 

ク 自然科学 

子どもに科学的なものの見方、考え方を育てる資料を基本に体系的に収集する。 

科学・技術の進歩に合わせ、内容の新しさに充分留意する。子どもの旺盛な知識欲にこたえられ

るよう幅広い多様なテーマの資料を収集する。自然に対する興味や関心を深め、子どもと自然との

ふれ あいの手引きとなるような資料を収集する。 

子どもの発達段階に応じた資料を揃える。 
 

ケ 技術・家庭 

子ども達に知的刺激を与え、創造や製作への意欲を高めるような、科学技術をその応用について、

わかりやすく書かれた資料を収集する。 

社会科、理科、技術、家庭科の学習に役立つ資料を収集する。工作や理科、手芸等の分野では、

子ども達が心から楽しみ遊べるような娯楽性、実用性の高い資料を収集する。 

科学技術の進展に合わせ、新しい内容の資料に留意する。 
 

コ 産 業 

特に社会科学習と大きくかかわり、レファレンスの多い分野なので、強化学習に役立つ多様な資

料収集する。 

ペットの飼い方や草花の栽培は、実用性の高い資料を収集する。情報化社会など、産業界の新し

い動向にふれた資料に留意する。 
 

サ 芸術・スポーツ 

各分野の基本書を体系的に収集する。子ども達が心から楽しみ遊べるような、娯楽性、実用性の

高い資料を収集する。 

子ども達の趣向や流行に留意し、最新情報を提供できるよう資料を収集する。図版、写真、イラ

ストを使用した資料に留意する。 

スポーツは必要に応じて複本を用意する。 
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シ ことば 

ことばを正しく理解し、表現することを目的とするものに留意する。わかりやすい表現で、興味

深く学べるものに留意し収集する。 

利用の多い資料は複本を用意する。 
 

 

 

９ 紙芝居 
紙芝居は絵本と異なる魅力を持っている。 

一冊の絵本がひとりの成果になるのに対し、一組の紙芝居は多数の子ども達を一挙にその世界に引き込

むことができる。子どもは紙芝居を演じてもらうのも、自分で演じるのも好きである。 

紙芝居は、子どもに大きな影響力を持っているといえるが、紙芝居の出版点数はまだそれほど多くない。 

紙芝居の「ぬく」という性質を充分生かしたもの、画面の絵と語られる文が調和しているもの、子ども

の生活に密着した題材を扱ったもの。子どもの想像の世界を広げられるもの、等に留意して幅広く収集

する。 

すぐれた紙芝居については、充分な複本を用意する。 
 

 

 

10 マンガ 
マンガの出版量は膨大であり、今や人々の生活の中に深くかかわっている。内容も良いものがたくさん

あり、文化の一メディアとして無視し得ない。図書館として、良いマンガは受け入れ、提供するように

努める。 

マンガは、充分配慮しつつ、次の選択基準で資料を収集する。 

（１）絵画性の良さ        （２）素材の良さ 

（３）アイデアの新しさ      （４）テーマからくる思想性の豊かさ 

（５）マンガ独自のもつユーモア  （６）あたたかい情感 

（７）マンガ独自の批判精神    （８）よりよい文章表現 
 

 

 

11 郷土資料 
必要な郷土資料は積極的に収集する。 

 

 

 

12 寄贈図書 
寄贈図書の受入は、この収集方針に基づく。 

(１）この収集方針上必要と認められたるものは、受け入れる。 

(２）特殊コレクションとして、一般図書に繰り込まない方が望ましいものは、別に一括し 

て利用する。 

(３）この収集方針上必要度は低いが、保存することが望ましいと考えられる資料は、諸事 

情を検討の上、受け入れる。 

(４）この蔵書構成からかけ離れた特殊なものは受け入れない。 

(５）資料的価値の低いものは受け入れない。 
 

 

 

13 リクエスト本 
リクエストを受けた本の取扱いについては、この収集方針に基づき受入をする。  
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【 資料 】 ○図書館の自由に関する宣言 
日 本 図 書 館 協 会 

 1954採 択 

1979改 訂 

 

 図書館は、基本的人権のひとつとして知る自由をもつ国民に、資料と施設を提供することをもっとも重要な

任務とする。 

１. 日本国憲法は主権が国民に存するとの原理にもとづいており、この国民主権の原理を維持し発展させる

ためには、国民ひとりひとりが思想・意見を自由に発表し交換すること、すなわち表現の自由の保障が

不可欠である 

知る自由は、表現の送り手に対して保障されるべき自由と表裏一体をなすものであり、知る自由の保障

があってこそ表現の自由は成立する。 

知る自由は、また、思想・良心の自由をはじめとして、いっさいの基本的人権と密接にかかわり、それ

らの保障を実現するための基礎的な要件である。それは、憲法が示すように、国民の不断の努力によっ

て保持されなければならない。 

 ２. すべての国民は、いつでもその必要とする資料を入手し利用する権利を有する。この権利を社会的に保

障することは、すなわち知る自由を保障することである。図書館は、まさにこのことに責任を負う機関

である。  

 ３． 図書館は、権力の介入または社会的圧力に左右されることなく、自らの責任にもとづき、図書館間の

相互協力をふくむ図書館の総力をあげて、収集した資料と整備された施設を国民の利用に供するもので

ある。 

 ４． わが国においては、図書館が国民の知る自由を保障するのではなく、国民に対する「思想善導」の機

関として、国民の知る自由を妨げる役割さえ果たした歴史的事実があることを忘れてはならない。図書

館は、この反省の上に、国民の知る自由を守り、ひろげていく責任を果たすことが必要である。 

 ５． すべての国民は、図書館利用に公平な権利をもっており、人種、信条、性別、年齢やそのおかれてい

る条件等によっていかなる差別もあってはならない。 

    外国人も、その権利は保障される。 

 ６． ここに掲げる「図書館の自由」に関する原則は、国民の知る自由を保障するためであって、すべての

図書館に基本的に妥当するものである。 
 

 

 

この任務を果たすため、図書館は次のことを確認し実践する。 

 

第１ 図書館は資料収集の自由を有する

 

１．図書館は、国民の知る自由を保障する機関として、国民のあらゆる資料要求にこたえなければならな

い。 

２．図書館は、自らの責任において作成した収集方針にもとづき資料の選択および収集を行う。その際、 

(１) 多様な、対立する意見のある問題については、それぞれの観点に立つ資料を幅広く収集する。  

(２) 著者の思想的、宗教的、党派的立場にとらわれて、その著作を排除することはしない。 

(３) 図書館員の個人的な関心や好みによって選択をしない。 

(４) 個人・組織・団体からの圧力や干渉によって収集の自由を放棄したり、紛糾をおそれて自己規制した

りはしない。 

(５) 寄贈資料の受入にあたっても同様である。 

図書館の収集した資料がどのような思想や主張をもっていようとも、それを図書館および図書館員が

支持することを意味するものではない。 

３．図書館は、成文化された収集方針を公開して、広く社会からの批判と協力を得るようにつとめる。 
 

 

 

第２ 図書館は資料提供の自由を有する

 

１．国民の知る自由を保障するため、すべての図書館資料は、原則として国民の自由な利用に供されるべき

である。 
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図書館は、正当な理由がないかぎり、ある種の資料を特別扱いしたり、資料の内容に手を加えたり、

書架から撤去したり、廃棄したりはしない。 

提供の自由は、次の場合にかぎって制限されることがある。これらの制限は、極力限定して適用し、

時期を経て再検討されるべきものである。 

(１) 人権またはプライバシーを侵害するもの 

(２) わいせつ出版物であるとの判決が確定したもの 

(３) 寄贈または寄託資料のうち、寄贈者または寄託者が公開を否とする非公刊資料 

２．図書館は、将来にわたる利用に備えるため、資料を保存する責任を負う。図書館の保存する資料は、一

時的な社会的要請、個人・組織・団体からの圧力や干渉によって廃棄されることはない。  

３．図書館の集会室等は、国民の自主的な学習や創造を援助するために、身近にいつでも利用できる豊富な

資料が組織されている場にあるという特徴を持っている。 

図書館は、集会室等の施設を、営利を目的とする場合を除いて、個人、団体を問わず公平な利用に供す

る。 

４．図書館の企画する集会や行事等が、個人・組織・団体からの圧力や干渉によってゆがめられてはならな

い。 
 

 

第３ 図書館は利用者の秘密を守る

 

１．読者が何をむかはその人のプライバシーに属することであり、図書館は、利用者の読書事実を外部に漏

らさない。ただし、憲法第３５条にもとづく令状を確認した場合は例外とする。 

２．図書館は、読書記録以外の図書館の利用事実に関しても、利用者のプライバシーを侵さない。 

３．利用者の読書事実、利用事実は、図書館が業務上知り得た秘密であって、図書館活動に従事するすべて

の人びとは、この秘密を守らなければならない。 
 

 

 

第４ 図書館すべての検閲に反対する

 

１．検閲は、権力が国民の思想・言論の自由を抑圧する手段として常用してきたものであって、国民の

知る自由を基盤とする民主主義とは相容れない。 

検閲が、図書館における資料収集を事前に制約し、さらに、収集した資料の書架からの撤去、廃棄に及

ぶことは、内外の苦渋にみちた歴史と経験により明らかである。 

したがって、図書館はすべての検閲に反対する。 

２．検閲と同様の結果をもたらすものとして、個人・組織・団体からの圧力や干渉がある。図書館は、これ

らの思想・言論の抑圧に対しても反対する。 

３．それらの抑圧は、図書館における自己規制を生みやすい。しかし図書館は、そうした自己規制におちい

ることなく、国民の知る自由を守る。 
 

 

図書館の自由が侵されるとき、われわれは団結して、あくまで自由を守る。 
 

１．図書館の自由の状況は、一国の民主主義の進展をはかる重要な指標である。図書館の自由が侵されよう

とするとき、われわれ図書館にかかわるものは、その侵害を排除する行動を起こす。このためには、図

書館の民主的な運営と図書館員の連帯の強化を欠かすことができない。 

２．図書館の自由を守る行動は、自由と人権を守る国民のたたかいの一環である。われわれは、図書館の自

由を守ることで共通の立場に立つ団体・機関・人びとと提携して、図書館の自由を守りぬく責任をもつ。 

３．図書館の自由に対する国民の支持と協力は、国民が、図書館活動を通じて図書館の自由の尊さを体験し

ている場合にのみ得られる。われわれは、図書館の自由を守る努力を不断に続けるものである。 

４．図書館の自由を守る行動において、これにかかわった図書館員が不利益をうけることがあってはならな

い。これを未然に防止し、万一そのような事態が生じた場合にその救済につとめることは、 日本図書館

協会の重要な責務である 

（1979.5.30 総会決議）  
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【資料】沖縄県公共図書館連絡協議会加盟館（那覇市を除く） 
 

名   称 郵便番号 住  所 電話 

沖縄県立図書館 〒900-0021 那覇市泉崎 1-20-1  098-894-7086 

宜野湾市民図書館 〒901-2214 宜野湾市我如古 3-4-10 098-897-4646 

石垣市立図書館 〒907-0013 石垣市浜崎町 1-1 0980-83-3862 

浦添市立図書館 〒901-2114 浦添市安波茶 2-2-1 098-876-4946 

名護市立中央図書館 〒905-0011 名護市宮里 5-6-1 0980-53-7246 

糸満市立中央図書館 〒901-0362 糸満市字真栄里 1448 098-995-3746 

沖縄市立図書館 〒904-0004 沖縄市中央 2-28-1 098-929-4919 

豊見城市立中央図書館 〒901-0232 豊見城市字伊良波 392 098-856-6006 

うるま市立中央図書館 〒904-2221 うるま市字平良川 128 098-974-1112 

うるま市立石川図書館 〒904-1107 うるま市石川曙 2-1-55 098-964-5166 

うるま市立勝連図書館 〒904-2312 うるま市勝連平安名 3047 098-978-4321 

宮古島市立図書館 〒906-0007 宮古島市平良字東仲宗根 807 0980-72-2235 

南城市立知念図書館 〒901-1511 南城市知念久手堅 22 098-917-5310 

南城市立図書館大里分館 〒901-1206 南城市大里字仲間 928 098-917-5332 

南城市立図書館佐敷分館 〒901-1403 南城市佐敷字佐敷 307 098-917-5543 

金武町立図書館 〒904-1201 金武町字金武 1827 098-968-5004 

嘉手納町立図書館 〒904-0203 嘉手納町字嘉手納 290-9 098-957-2470 

北谷町立図書館 〒904-0103 北谷町字桑江 467-1 098-936-3542 

西原町立図書館 〒903-0111 西原町字与那城 152-5 098-944-4996 

南風原町立図書館 〒901-1113 南風原町字喜屋武 236 098-889-6400 

与那原町立図書館 〒901-1303 与那原町字与那原 712 098-946-6959 

今帰仁村立図書館 〒905-0411 今帰仁村字天底 91 0980-56-3898 

宜野座村文化センター図書館 〒904-1302 宜野座村字宜野座 314-1 098-983-2611 

恩納村文化情報センター 〒904-0415 恩納村字仲泊 1656-8 098-982-5432 

読谷村立図書館 〒904-0322 読谷村字波平 37 098-958-3113 

北中城村あやかりの杜図書館 〒901-2311 北中城村字喜舎場 1214 098-983-8060 

中城村護佐丸歴史資料図書館 〒901-2407 中城村字安里 215 098-895-5302 

多良間村立図書館 〒906-0601 多良間村字塩川 165 0980-79-2555 

もとぶ文化交流センター図書資料室 〒905-0212 本部町字大浜 874-1 0980-47-2105 

八重瀬町立東風平中央公民館図書室 〒901-0401 八重瀬町字東風平 1014 098-998-8383 

八重瀬町立具志頭歴史民俗資料館図書室 〒901-0512 八重瀬町字具志頭 352 098-998-8708 

国頭村中央公民館図書室 〒905-1411 国頭村字辺土名 112 0980-41-5308 

東村中央公民館図書室 〒905-1204 東村字平良 550-4 0980-43-2372 

伊江村中央公民館図書室 〒905-0501 伊江村字東江上 75 0980-49-2334 

久米島町総合防災・地域交流センター 

久米島図書館ほんのもり 

〒901-3121 
久米島町字嘉手刈 530 098-987-7051 

大宜味村図書室 〒905-1306 大宜味村字大宜味 1 0980-44-3009 

与那国町教育委員会 〒907-1801 与那国町字与那国 129 0980-87-2002 

竹富町教育委員会 〒907-0014 石垣市新栄町 6-18 0980-87-6256 

伊平屋村教育員会 〒905-0703 伊平屋村字我喜屋 300 0980-46-2003 

伊是名村教育委員会 〒905-0794 伊是名村字仲田 1385-1 0980-45-2318 

北大東村教育委員会 〒901-3992 北大東村字中野 218 0980-23-4138 

座間味村教育員会 〒901-3496 座間味村字座間味 109 0989-87-2153 
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