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本の検索

はこちら

から！ 

那覇市は 2021 年（令和 3 年）5 月 20 日に 

市制施行 100 周年を迎えます！ 

そこで、那覇市立図書館では 

100周年ブックカバーを作製いたしました。 

5 月より図書館カウンターにて 

配布予定です！ 

※おひとり様一枚、なくなり次第配布終了となります。 

 

 

↓↓ブックカバーイメージ画像 

 

新型コロナウイルス感染拡

大防止のため、毎月第 1～第

3 日曜日の午前中に実施して

いましたおはなし会を、当面

の間見合わせます。 

 再開の場合は、那覇市立図

書館のホームページや館内掲

示にてお知らせします。 

 ご理解とご協力をよろしく 

お願いします。 



資料名 著者名 資料名 著者名

東大理Ⅲスピード読書術 佐々木　京聖//著
作りおきできる。がっつり！
　　　　　　　　　　　　　　ごはんの友

上島　亜紀//著

読書のちから 若松　英輔//著 災害に負けない家を造ろう 保坂　貴司//著

ほどよい距離が見つかる本 古宮　昇//著 喫茶とインテリアⅡ 酒井　康行//写真・文

マンガ　生涯投資家 村上　世彰//原作 夢のホテルのつくりかた 稲葉　なおと//写真・文

ヒューマン・ネットワーク
                     人づきあいの経済学

マシュー・O・ジャクソン//
著 10分で”いい感じ”の自分になる 長井　かおり//著

経済がわかる論点50　2021 みずほ総合研究所 全国厄除け郷土玩具 中村　浩訳//著

ビジネスエリート必読の名著15 大賀　康史//著 まるごとわかる！撮り方ブック 山崎　理佳//著

どうして言いたいことが言えないの？ 山本　美穂子//著
なぜか好かれる人の話し方
　　　　　なぜか　嫌われる人の話し方

ディスカヴァ―・コミユニケーション
・ラボラトリー/編

儲かる副業図鑑 山田　真哉//著 語彙トレ55 近藤　勝重//著

99％のためのフェミニズム宣言 シンジア・アルッザ//共著 戦場を発見した作家たち 蒲　豊彦//著

寿町のひとびと 山田　清機//著 ふたり、この夜と息をして 北原　一//著

介護施設で本当にあったとても素敵な話 川村　隆枝//著 ひび割れた日常 奥野　克己　他//共著

学びを選ぶ時代
東京フリースクール等
ネットワーク//著

ミルクマン アンナ・バーンズ//著

文章力！子どもがよろこぶ作文指導 浜　文子//著
サラリーマンを辞めて月100万円で
楽しく過ごす働かないという生き方

吉川　英一//著

女の子は「脳の見る力」を育てなさい 加藤　俊徳//著 猫の困った行動　予防＆解決ブック 藤井　仁美//著

冠婚葬祭のマナーの新常識 主婦の友社//編集 新しい時代の観光学概論 島川　崇//著

新装版イチバン親切なラッピングの教科書 宮田　真由美//著 ざんねんな　三国志 真山　知幸//著

睡眠法ベスト101 白濱　龍太郎//著 洋書ラビリンスへようこそ 宮脇　孝雄//著

記憶力がUPする簡単モーション100 滝　靖之//著 パンダの丸かじり 東海林　さだお//著

宇宙と生命　最前線の「すごい！」話 荒船　良孝//著 離島の本屋ふたたび 朴　順梨//著

やる気と行動が脳を変える 切池　信夫//著

脳外科医が語る
困難を乗りこえる脳の使い方

篠浦　伸禎//著 資料名 著者名

自律神経を整えて
　　　　　　　免疫力を上げるヨガ

サント―シマ香//著 冊封琉球全図
国立劇場おきなわ∥
監修

ソロキャンプ　ごはん 山下　智道//著 沖縄三線で奏でるスタジオジブリ作品集
（株）ドレミ楽譜出版
社

前立腺がん　病後のケアと食事 頴川　晋//監修 新城貞夫全歌集 新城 貞夫∥著

「ハードクレーマー」最強撃退法 三橋　幸和//著
大人絶景旅
沖縄慶良間諸島'21-'22年版

朝日新聞出版∥編
著

歯のメンテナンス大全 堀　滋//著 ソロタビ　沖縄・那覇 JTBパブリッシング

やめてもいいこと86
　　　　　　　心の疲れをとる事典

西多　昌規//監修 沖縄米軍基地全史 野添 文彬∥著

ビーズ＆グルーで作る
　　　　　　　　　　　お花のアクセサリー

楓　由香・国分　智佳
　　監修

沖縄をめぐる言葉たち 河原 仁志∥著

一般書



かいたひと かいたひと

ドラねこまじんのボタン 如月 かずさ∥作 リクちゃん うすい えいこ∥文

へんくつさんのお茶会 楠 章子∥作 ねむねむさんがやってくる ユ ヒジン∥さく え

ふしぎ町のふしぎレストラン 三田村 信行∥作 あおいらくだ 茂田 まみこ∥作

エルビス、こっちにおいで
ロドリゴ　モルレシン
∥文 こたつ 麻生 知子∥作

ケンさん、イチゴの虫をこらし

める
谷本 雄治∥著

すずめのうんどうぼうしつくり

ます
西本 鶏介∥作

オオハシ・キング 当原 珠樹∥作 にじいろのせかい 刀根 里衣∥著

ブラックホールの飼い方
ミシェル　クエヴァス
∥作

ひきだしマンションとおてがみ

ちゃん
ひらぎ みつえ∥作

クローバーと魔法動物
ケイリー　ジョージ∥
作 おしゃべりくらげ あまん きみこ∥作

クローバーと魔法動物
ケイリー　ジョージ∥
作 きょうはおかねがないひ

ケイト　ミルナー∥さ
く

ゾンビから身を守る方法 高荷 智也∥監修 くらやみきんしの国
エミリー　ハワース=
ブース∥さく

まるごとサメ事典 菅原 嘉子∥文
シェルパのポルパ 冬虫夏草とお

おきなヤク
石川 直樹∥文

レオナルド・ダ・ビンチ フカキ ショウコ∥漫画 スーパー恋ものがたり 三遊亭 白鳥∥作

24時間のキョーフ
日本児童文学者協会∥
編 ガチャガチャぽん! ナカオ マサトシ∥ぶん

キニ子の日記 間部 香代∥作 もりのおふとん 西村 敏雄∥さく

中高生の悩みを「理系センス」

で解決する40のヒント
竹内 薫∥著 わかってるって しもかわら ゆみ∥さく

13歳からの食と農 関根 佳恵∥著 しかくいので 新井 洋行∥作

だいめい だいめい
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「いちにちパンダ」 
大塚 健太/さく 

くさか みなこ/絵 

 

 

パンダが大人気の動物園。パンダ以外

の動物は見むきもされません。ある日、

大人気のパンダが風邪をひいてしまい

ました。困った飼育員さんに「いちにち

だけパンダになってくれ！」と頼まれた

トラたろう。そして、あるものを手渡さ

れるのですが…。クスッと笑えるユーモ

ア絵本。続編の『よるだけパンダ』 

もオススメです♪ 

 

1978 年アイルランド生まれ。デザイナ

ー、イラストレーター、絵本作家。2007

年、アメリカのタイム誌のデザイン 100

に選ばれました。デビュー作となる“A Bit 

Lost（『ちょっとだけまいご』）”は 19 の

言語に翻訳され、2011 年にはアイルラン

ドを代表する児童書に贈られるビスト最

優秀児童図書賞・新人作家を対象としたエ

イリース・ディロン賞をダブル受賞しまし

た。他の作品に『しーっ！ひみつのさくせ

ん』『どうするジョージ！』『ぼくはちっと

もねむくない』『うみへいったちいさなカ

ニカニ』『もしかして…』など。 
 

  

                                                                                                                                 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

 

 

 

 

実は 

   この本の作者、 

   私です！ 
 

  

世界遺産は、人類が作り上げた

「文化遺産」・地球の歴史や動植物

の進化を伝える「自然遺産」・その

両方の価値をもつ「複合遺産」に分

類されます。素晴らしい世界遺産を

美しい写真でご堪能ください。 

さあ！本で世界遺産への旅へ 

出掛けましょう♪ 

赤ちゃんが初めて 

読む本、 

ブックスタートに 

おすすめの絵本を 

あつめました♪ 

５月のとくしゅう 


