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那覇市立中央図書館

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
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中央図書館で行っていたおもちゃ病院は、
繁多川図書館で開院しています。詳細は
ホームページ等で、ご確認ください。

※※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。

７月は ≪たなばた企画≫

たんざくにねがいごとをかこう！

空育ⓇJAL【折り紙ヒコーキ教室】
日時：7月27日（水）15時～16時30分
場所：中央公民館ホール
対象：那覇市在住または在学の小学生

（1・2年生は保護者同伴）
定員：先着15組
申込：7月10日（日）10時～

電話または図書館窓口で事前受付

夏休みワクワクこども会
【おはなし会】
日時：7月31日（日）14時～14時20分
【アニメ上映会】
日時：7月31日（日）14時30分～15時
場所：中央公民館ホール
対象：どなたでも
定員：先着30人（保護者含む）
申込：7月13日（水）10時～

電話または図書館窓口で事前受付

JAL空育Ⓡ【客室乗務員のお仕事講座】
日時：8月2日（火）14時～15時30分
場所：中央公民館ホール
対象：那覇市在住または在学の中学生・高校生
定員：先着40人
申込：7月17日（日）10時～

電話または図書館窓口で事前受付



いろんな雑誌集めてみました！

1921年（大正10年）に市制が施行
され、那覇市は100歳を超えまし
た。
これからの100年、みなさんは
どんな“那覇”にしたいですか？
あなたが描く未来の那覇をカード
に書いてくださいね。
中央図書館入口のミニ展示
コーナーのボードに掲示します。
希望にあふれる未来の那覇にわく
わくな思いを馳せてみましょう！

第68回 青少年読書感想文コンクール
課題図書

第66回 西日本読書感想画コンクール
指定図書

課題・指定図書は、多くの人が貸出を希望
するため貸出・予約の制限を行っています。
１人でも多くの方が利用できるようご理解

とご協力をお願いいたします。

制限する期間：６/１（水）～９/３0（金）

貸出期間：１週間

貸出冊数：課題・指定図書あわせて２冊まで

予約冊数：課題・指定図書あわせて２冊まで

期間：6/24～7/19

日頃は、どんな雑誌を読んでいますか？

今月は、那覇市立図書館で所蔵している様々な分野の雑誌

を取り揃えて展示・貸出しています。

いつもは、目にしない雑誌もあまり興味のない分野の雑誌

もこの機会にぜひ手に取ってみてください。

課題指定図書

雑 誌 特 集

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

やってみたいな
おみせやさん

ひらぎみつえ/
作

いまこそ知りたい！
沖縄が歩んだ道②

新庄俊昭/監修

へっへっへくしょーん たあ先生/作 琉球という国があった
たくさんのふし
ぎ傑作集

だっこずしの
すしネタせんしゅけん

青柳有美子/
作・絵

伝記を読もう
阿波根　昌鴻

堀切リエ/文

もりのゆうびんきょくのおは

なし　ぽすくまです！
中丸ひとみ/絵
坂井治/文

お金でほんとうに幸せに
なれる？

「Qこどものため

の哲学」制作班/

編

やさいのがっこう　いち
ごちゃんはやさいなの？

なかやみわ/作
子どもへのハラスメント　正
しく知って、人権を守ろう！

喜多明人/監修

こくん
村中李依/作・
石川えりこ/絵

基礎からしっかりわかる
カンペキ！小学理科

理科教育研究会
/著

つるの家
安房直子/作・い

もとようこ/絵

名文に学ぶ授業に役立つ
書くコツ！①読書感想文

白坂洋一/監修
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月とライカと吸血姫⑦ 牧野圭祐/著
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亀澤裕也/絵
四元館の殺人　探偵AIのリ

アル・ディープラーニング
早坂吝/著

地球のことをおしえてあ
げる

ソフィー・ブ
ラッコール/作

Where's　Baby？
Anne Hunter/
作
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出版者

高文研

光文社

悠人書院

双葉社

冨山房インターナショナル

宝島社

汐文社

南方新社

資料名 著者名

世界で一番美しいアシカ・アザラシ図鑑 水口 博也∥編著

資料名 著者名 復原模型で見る日本の歴史 五味 文彦∥監修

発信力を強化する「書く」「話す」サイクル さわらぎ 寛子∥著 写真とイラストですぐわかる!安全・やさしい介護術 橋本 正明∥監修

脳と人工知能をつないだら、人間の能力はどこま
で拡張できるのか

紺野 大地∥著 天気と気象大図鑑 荒木 健太郎∥監修

僕とアリスの夏物語 谷口 忠大∥著 心理学大図鑑 横田 正夫∥監修

病院・医療のしくみ 木村 憲洋∥監修 「食」をとおして育つもの・育てたいもの 堤 ちはる∥編著

昆虫飛形図鑑 三橋 淳∥著 マンガで読む儒学者・安積艮斎 安藤 智重∥著

地図で見る中国ハンドブック
ティエリ　サンジュアン∥
著 1分最弱筋トレ たかツキ なほり∥著

もういちど、あなたと食べたい 筒井 ともみ∥著 図説花開くアメリカ児童文学 ちば かおり∥著

求めよ、さらば 奥田 亜希子∥著 店長のためのやさしい《ドラッカー講座》 結城 義晴∥著

きちんと知りたい!モータの原理としくみの基礎知識 白石 拓∥著 働く女子の気くばり新常識100 池野 佐知子∥著

ピーター卿の遺体検分記 ドロシー　L.セイヤーズ
∥著 知識ゼロでも楽しく読める!人体のしくみ 大和田 潔∥監修

ここに立つために 原口 文仁∥著 イヤなことは死んでもやるな 金川 顕教∥著

“深読み”の技法 小池 陽慈∥著 植物画で彩る美しい花言葉 二宮 孝嗣∥著

いまだから語りたい昭和の落語家楽屋話 三遊亭 好楽∥著 世界史を変えた24の革命
ピーター　ファタードー∥
編

joystitchの暮らしを彩る可愛い刺繡 パク ドンミ∥著 キテレツ城あるき 長谷川 ヨシテル∥著

西洋音楽史大図鑑
スティーヴ　コリッソ
ン∥ほか著

“落ち込みやすい自分”が劇的に変わる本 Joe∥著

ちょっと背伸びのもの選び サーキット・スイッチャー 安野 貴博∥著

ぷっくりかわいい! ディズニーのふわもこあみぐるみ Miya∥著 タイミングの科学 乾 信之∥著

フェルトで作るちいさなお店屋さん まつぼっくり。∥著 税金の世界史 ドミニク　フリスビー∥著

ぜんぶわかる高齢者のからだと病気 秋下 雅弘∥監修 サメ映画大全 知的風ハット∥著

あなたが払う税金はざっくり言ってこれくらい 磯山 仁志∥著 医師がすすめる太らず病気にならない毎日ルーティン 石黒 成治∥著

入門図解最新休業・休職の法律知識と実務手続き 森島 大吾∥監修 科学でわかるパンの「なぜ?」 梶原 慶春∥著

船体解剖図 プニップクルーズ/中村
辰美∥イラスト・文 いつか家族でやりたい99の楽しいことリスト むぴー∥著

地図でスッと頭に入る平安時代 繁田 信一∥監修

世界一楽しい子育てアイデア大全 木下 ゆーき∥著

図説近世城郭の作事　天守編 三浦 正幸∥著

世界怪異伝説事典 えいとえふ∥著

沖縄の島守を語り継ぐ群像

資料名 著者名

琉球・沖縄　歴史遺産ガイド

沖縄５０年の憂鬱　新検証・対米返還交渉

上里　隆史∥監修

河原　仁志∥ 著

田村　洋三∥著

沖縄の新聞記者　沖縄発 記者コラム 琉球新報社、安田浩一∥編著

沖縄のことを聞かせてください 宮沢　和史∥著

ジーファーの記憶 沖縄の簪と職人たち 今村　治華∥著

なかみや　梁∥著

いまこそ知りたい！沖縄が歩んだ道 ①琉球・沖縄の歴史 新城　俊昭∥監修

ジョン万次郎琉球上陸物語

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