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那覇市立図書館メールアドレス lib-chuo@nirai.ne.jp 開館時間
火～金曜日 9:30～19:00
土・日曜日 9:30～18:00

休館日：月曜日・祝日
館内整理日

休館日：月曜日・祝日
館内整理日
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※※中央図書館をご利用の皆様へ※※
中央図書館には駐車場がありません。
ご来館の際は公共交通機関をご利用ください。
皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

毎週土曜日に開催していたおはなし会は、新型コロナ
ウイルス感染拡大防止のため、当面の間お休みします。

中央図書館で行っていたおも
ちゃ病院は、次回から繁多川
図書館で開催します。
次回の開催についてはホーム
ページ等でご確認ください。

なはし電子図書館 →

← 図書館のWeb検索

1 ごろりんごろんころろろろ えほん

2 あなぐまのクリーニングやさん えほん

3 どうぞのいす えほん

4 そらとぶパン えほん

5 キッチンがたった１日で劇的に片づく本 一般書

みんなで作る掲示物
を作成しました。
みなさまご協力あり
がとうございます！

３月にスタートした電子図書館の、貸出ランキングです。
（ 4月20日現在）

うごく絵本がたくさん借りられました。
電子図書館では特集も毎月更新中！どうぞご覧ください。



〈

こどもの読書週間企画

ポプラディアでさがそう！

～「ポプラディア」ってなに？～

「ポプラディア」は たくさんの ことばを あつめた ほんだよ。

ことばの ひとつひとつに くわしい せつめいが かいてあるんだ。

ことばは あいうえおの じゅんばんに ならんでいるよ。

ぜんぶで 12かんも あるんだよ！

中央図書館では、 4月21日～5月17日まで

「図書館パズル」に ちょうせんしてくれる おともだちを

さがしているよ。 パズルを とくカギは ポプラディア！

ポプラディアの なかから ことばを みつけだして

パズルを といてみよう！ パズルを といてくれた

おともだちには すてきな プレゼントが まっているかも？

みんなの ちょうせんを まっているよ☆

と し ょ か ん

ちゅうおうとしょかん

としょかん

がつ にち がつ にち

http://2.bp.blogspot.com/-MpUo_1zq0sM/U-8HBZgY2gI/AAAAAAAAk98/c23p4UXJhZo/s800/book_zabuton.png


だいめい かいたひと だいめい かいたひと

ぴったん・こ！
ひらぎみつえ/
作

ケケと半分魔女　魔女の宅

急便　特別編その３
角野栄子/作

ハンバーガー
はらぺこめがね
/作

講談えほん
こどもつなひき騒動

宝井琴調/文・さ

さめやゆき/絵

おしたらおしまい
森のえほん館/
編集

小説　ましろのおと③
羅川真理茂/原
作

やさいのがっこう　キャ
ベツくんおはなになる？

なかやみわ/作 龍神王子！外伝 宮下恵茉/作

ルルちゃんの
ペットとおわかれ

ローランス・ジロー/

文・リュシー・デュ

ルピアーノ/絵

ミオととなりのマーメイ
ド⑩

ミランダ・
ジョーンズ/作

絵本　はたらく細胞　ばい

きんVS.白血球たちの大血戦！
清水茜/原作

親を頼らないで生きるヒ
ント

コイケジュンコ
/著

調べてまとめる！
仕事のくふう①

岡田博元/監修
数理の窓から世界を読み
とく

初田哲男・柴藤
亮介/編著

福祉用具の図鑑　目や耳の

働き・発達障害を助ける
徳田克己/監修 iPS細胞の研究室

京都大学iPS細胞

研究所国際広報

室/編

まるごと探求！世界の作
物　トマトの大百科

中野明正/編
ソードアート・オンライ
ン㉖ユナイタル・リング

川原磔/著

めしつかい猫と運命の宝
石

あんびるやすこ
/作

狼と香辛料XXⅢ
SpringLogⅥ

支倉凍沙/著

空飛ぶのらネコ探検隊
南極犬物語もうひとつのタロとジロ

大原興三郎/作 月とライカと吸血姫⑤ 牧野圭祐/著

え
ほ
ん

じ
ど
う
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出版者

琉球放送

琉球放送

沖縄県立博物館・美術館

赤嶺晴男

那覇市市民文化部文化財課

北樹出版

吉田書店

東洋企画

資料名 著者名

こうして私は料理が得意になってしまった 有賀 薫∥著

資料名 著者名 江戸うまいもの歳時記 青木 直己∥著

かすてぼうろ 武川 佑∥著 おしゃれな人が手放せない、おしゃれじゃないもの 主婦と生活社∥編

サッカー「いい選手」の考え方 鬼木 祐輔∥著 背筋がスッと伸びる日本語 西村 貴好∥著

まだまだという言葉 クォン ヨソン∥著 ある特別な患者
エレン　デ　フィッサー
∥著

江戸釣百物語 長辻 象平∥著 ディズニーランド
リチャード　スノー∥
著

ヤングケアラー 毎日新聞取材班∥著 風刺画が描いたJAPAN 若林 悠∥編著

庶民の日本史 小名木 善行∥著 ハムネット
マギー　オファーレル
∥著

人類の歴史をつくった17の大発見
コーディー　キャ
シディー∥著 英語の議論を極める本 植田 一三∥編著

美髪ケア大全 齊藤 あき∥監修 はじめての西洋ジェンダー史 弓削 尚子∥著

モンスターにされた生き物たち 稲垣 栄洋∥著 不村家奇譚 彩藤 アザミ∥著

説明組み立て図鑑 犬塚 壮志∥著 市民とつくる図書館 青柳 英治∥編著

朱花の恋 易学者・新井白蛾奇譚 三好 昌子∥著 読書会の教室 竹田 信弥∥著

一ノ瀬ユウナが浮いている 乙一∥著 「トイレが近い」人のお助けBOOK 関口 由紀∥監修

私は男でフェミニストです チェ スンボム∥著 京大芸人ノート ロザン∥著

音大出てどうするの? 大内 孝夫∥監修 公務員の議会答弁言いかえフレーズ 森下 寿∥著

江戸幕府の御家人 戸森 麻衣子∥著 難聴を快聴に変える!スゴイ集音器 津田 博通∥著

つらくなる前に知っておきたい閉経のきほん 上田 嘉代子∥監修 森の日ぐらし 谷口 純子∥著

赤い十字
サーシャ　フィリペンコ∥
著 通院なしで不調は治る!

タカラヅカの解剖図鑑詳説世界史 中本 千晶∥文
いちばんやさしい60代からのiPhone 13/13 Pro/
13 Pro Max/13 mini

増田 由紀∥著

ママと赤ちゃんのための妊娠中のおいしい食事305 梅原 永能∥医学監修 東京オリンピック始末記 小笠原 博毅∥著

神と王 浅葉 なつ∥著 「感動ポルノ」と向き合う 好井 裕明∥著

あみぐるみ基本のきほん いちかわ みゆき∥著 鎌倉殿の13人 北条義時とその時代

名もなき平日鍋100 図書館の魔女 第1巻 高田 大介∥著

アメリカ連邦図書館立法の歴史 橋本 麿美∥著

偉人しくじり図鑑 河合 敦∥著

世界一親切な片づけの教科書 長島 ゆか∥著

毎日食べたいベジおかず エダジュン∥著

みんなの進化展　－命はつながっているー

資料名 著者名

沖縄の復帰とキリスト教会

くもじびき　vol.2 久茂地ねえさんフォトブック

小林紀由//著

久茂地ねえさん//ディレクション

沖縄県立博物館・美術館//編

くもじびき　vol.1 久茂地ねえさんフォトブック 久茂地ねえさん//ディレクション

続・新聞投稿集　人生は七合目からが面白い 赤嶺晴男//著

福木巨木の巡礼誌 仲間勇栄//文、 来間玄次//写真

那覇市市民文化部文化財課//編

戦後沖縄の政治と社会 平良好利 ・ 高江洲昌哉//編著

首里・那覇を詠んだ詩人・歌人たち

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓↓　　　下の3冊は館内閲覧のみ（貸出不可）の新刊　　↓↓


