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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

休館日：月曜日・祝日
館内整理日
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中央図書館で開院していたおもちゃ病院は、
繁多川図書館で開院しています。
詳細については、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。

【８月は貼り絵花火】

夏の夜空にきれいな花火を
打ち上げよう！

楽しい夏休みがやってきました！
図書館には、宿題のヒントになる本もたくさん
あります。長い夏休みのこの機会にぜひ
図書館に来てみませんか？

沖縄県では、７月からコロナ感染者が激増
しております。図書館では、館内の換気等、
感染予防対策を講じながら開館しておりま
すが、利用者のみなさまにも引き続き、感
染拡大防止のため下記のご協力をお願い
いたします。

☆マスクの着用
☆出入口での手指消毒
☆滞在時間を短くする。
☆利用者同士の間隔をあける。
☆体調が悪い時は、来館をご遠慮ください。



７月５日～７日の３日間、南部商業高校生二人が
職場体験に来ていました。生徒の感想です。

３日間、大好きな本に囲まれた
仕事の体験ができてとても楽し
かったです。配架作業や除籍作
業がたくさんできて嬉しかったで
す。視聴覚ライブラリーの説明の
時に初めて映写機で16ミリフィル
ムの映像が見られて楽しかったで
す。
今回の貴重な経験を進路活動に
活かしたいと思います。３日間、
ありがとうございました。
（２年生 Oさん）

今回は貴重な体験をさせていただ
きありがとうございました。
カウンターの仕事は、お客様対応
なので一番緊張しました。
書架整理や配架、ブックカバー装
備などの作業は、とても楽しかった
です。この貴重な体験を将来にも
活かしていけたらいいなと思いまし
た。
（２年生 Kさん）

MOE
絵本屋さん大賞

「MOE絵本屋さん大賞」は、絵

本のある暮らしを提案する雑誌

「MOE（モエ）」が、全国の絵本屋

さん3000人にアンケートを実施、

最も支持された新作絵本30冊を

決めるランキングです。

8月の特集コーナーは、歴代の

ランクイン作品を展示します。

2019年大賞

2020年大賞

2021年大賞

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

河出書房新社

イースト・プレス

Gakken

琉球新報社

南山舎

日本評論社

人文書院

本の泉社

資料名 著者名

なにかと人間くさい徳川将軍 真山 知幸∥著

資料名 著者名 地図でスッと頭に入る鎌倉・室町時代 山田 邦明∥監修

7秒で好かれる人になるコツと、小さな習慣 藤村 純子∥著 発酵食品の歴史
クリスティーン　ボームガー
スバー∥著

どこでも成果を出す技術 沢渡 あまね∥著 刀装具 新・解体新書 生田 享子∥著

英語でお悔やみ申し上げます
ジェームス　M.バーダ
マン∥著 「欲しい!」はこうしてつくられる マット　ジョンソン∥著

手持ちの服でなんとかなります 杉山 律子∥著 スピッツ論 伏見 瞬∥著

宇宙はどのような姿をしているのか 平松 正顕∥著 小説の惑星 伊坂 幸太郎∥編

絶対後悔しない!豪雨・地震に強い住まい選び 小口 悦央∥監修 かすがい食堂  [2] 伽古屋 圭市∥著

たんぱく質しっかりおかず 牧野 直子∥著 ファイナルオッズ 島田 明宏∥著

はじめての犬ごはんの教科書 俵森 朋子∥著 女性たちのフランス革命
クリスティーヌ　ル　ボゼッ
ク∥著

肌トラブル大全 小林 智子∥著 海鳥と地球と人間 綿貫 豊∥著

twins cooking24のホームカフェレシピブッ
ク

twins cooking24
∥著 真田の兵ども 佐々木 功∥[著]

筋肉大図鑑 谷本 道哉∥監修 鉄道の食事の歴史物語 ジェリ　クィンジオ∥著

筋トレの科学
オースティン　カレント
∥著

内臓を10秒引き上げれば、ぽっこり下腹はぺたんこ
になる!

小林 暁子∥監修

すぐに描きたいはがき絵180 小池 良子∥著 ジョブ型時代を勝ち抜くキャリア戦略 中川 浩∥監修・著

敏感な男の子の伸ばし方 松永 暢史∥著 ハーブのひと皿 Scales∥著

人間関係で「疲れない心」に変わる言いかえのコ
ツ

植西 聰∥著 文系のためのめっちゃやさしい宇宙 吉田 直紀∥監修

開化図案 佐野 宏明∥編 ぼくとがんの7年 松永 正訓∥著

小さな草花の本
草花さんぽの会∥編
集

脳科学者が教える集中力と記憶力を上げる低GI食 西 剛志∥著

映画で楽しむきもの 黒川 忠雄∥著 父がひとりで死んでいた 如月 サラ∥著

日本刀入門
刀剣ファン編集部
∥著 ベートーヴェンのトリセツ 曽我 大介∥著

知りたいことがわかる!IT&ICTキーワード図鑑
IT&ICT研究会∥
著 地図でスッと頭に入るアジア25の国と地域 井田 仁康∥監修

心と体に効くお香のある生活
椎名 まさえ∥監
修 遺伝子の不思議としくみ入門 島田 祥輔∥著

愛犬との絆がぐーっと深まる本 ゆき∥著 WAKE UP!inクアラルンプール 吉田 ちか∥著

あやかし和菓子処かのこ庵 高橋 由太∥[著]

カスタード 加藤 元∥著

ANTHRO VISION
ジリアン　テット∥
著

アウシュヴィッツを描いた少年
トーマス　ジーヴ∥
著

琉球OKINAWA 小松健一写真集 小松 健一∥著

伊志嶺　敏子∥著

沖縄とセクシュアリティの社会学 玉城　福子∥著

閉じつつ開く ―暮らしの中に風土を読み建築に翻訳する

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

久米島・渡名喜島

資料名 著者名

沖縄返還と密使・密約外交 宰相佐藤栄作、最後の一年

サンマデモクラシー
復帰前の沖縄でオバーが起こしたビッグウェーブ

馬場　錬成∥著

山里　孫存∥著

地球の歩き方編集室∥編

マンガ沖縄・琉球の歴史 上里　隆史∥著

ボリビア開拓記外伝
コロニアオキナワ疫病・災害・差別を生き抜いた人々

渡邉　英樹∥著
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