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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
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。

おはなしボランティア養成
講座（中級）開催のお知らせ

9/21（水）～10/19（水）

受付は、9/7（水）～

詳細は、別紙をご覧ください。

Q.沖縄戦の戦死者数について知りたい。
沖縄戦で亡くなった住人の数は、当時の人口の３人に1人？4人に1人？

A.沖縄戦の戦没者のうち一般県民は約94000人。(推計)
『高等学校琉球・沖縄史』には「当時の人口の4人に1人」と記載あり。

他、参考資料： 『沖縄県平和祈念資料館総合案内』
『沖縄県史（各論編6）』『沖縄大百科事典(上)』

調べもの（レファレンス）事例

なつやすみイベントに
ご参加ありがとうございました！

7月27日「JAL折り紙ヒコーキ教室」

7月31日「わくわくこども会（おはなし会＆アニメ上映会）」

8月2日 「客室乗務員のお仕事講座」

を開催いたしました。

約3年ぶりのなつやすみイベントでしたが、

みなさんの楽しんでいる姿がとても印象的でした！

ご参加いただき、ありがとうございました♡

8/16～２０日の５日間、大学生のインターンシップが
ありました。学生の感想です♪

図書館に関わる様々な仕事を体験することができ、とても勉強になりま
した。インターンシップを通して頭の中に知識としてあったものを実際
に見ることで今まで勉強してきたことの理解が深まったように思います。
司書になりたい、という気持ちがより強くなりました。

（沖縄国際大学・Ｙさん）

========================================================

図書館の仕事体験や業務内容を詳しく学び、初めて知ったことが多く
色々と勉強になりました。５日間のインターンシップを通じて図書館
の利用者からは見えない裏方の仕事が多くあることを知り図書館に魅
力を感じることができました。また図書館職員という職業にも興味が
わき自分の将来の視野が広がる契機になりました。

（琉球大学・Ｋさん）
============================================================

お疲れ様
でした♪

調べもののお手伝いをいたします。
お気軽におたずねください。
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読む・知る・認知症

９月２１日は世界アルツハイマーデー、９月は世界
アルツハイマー月間として定められています。
今月は、認知症を知り、正しく理解するための本や、
認知症介護に関する本を集めました。
ちゃーがんじゅう課とのコラボ企画として資料も展
示し、地域全体で助け合う支援施策などもご紹介し
ます。
認知症になっても安心して笑顔で生きられる、
そんな街になっていくことを願います。

９月１８日は
しまくとぅばの日

【しまくとぅばの日】関連企画
「しまくとぅばを楽しもう！」

資料展示期間９月16日～９月30日

９月１８日は“しまくとぅばの
日”です。
沖縄県各地域のしまくとぅばを
次世代に継承していこうという
目的で２００６年に沖縄県条例
で制定されました。
この機会にぜひ、しまくとぅば
を使っていろんな世代でコミュ
ニケーションを楽しんでみませ
んか♪

９月１０日～１６日は
「自殺予防週間」

９月１０日は世界自殺予防
デーです。2003年に世界保
健機関（WHO）と国際自殺
予防学会（IASP）が共同で
開催した世界自殺防止会議
（スウェーデン・ストックホ
ルム）の初日を最初の世界自
殺予防デーとして、世界的に
自殺対策に取り組む責任があ
ると決意表明（宣言）された
日です。９月１日～１５日ま
で、関連書籍を展示しており
ますので、この機会にぜひご
覧ください。
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だいめい かいたひと だいめい かいたひと

ゆらしてごらん　ひつじ
さん

ニコ・シュテル
ンバウム/作

どっちが強い！？動物オリン
ピック編　スポーツ王決定戦

今泉忠明/監修

おんぷちゃんとたいこ
とよたかずひこ
/作

保護犬の星
フリスビー犬ハカセ

西松宏/文・写
真

おんぷちゃんとねこ
とよたかずひこ
/作

十年屋⑥
見習いのお時間です

廣島玲子/作

まほうのあめだま
安房直子/作・い

もとようこ/絵
スペシャルQトなぼくら 如月かずさ/作

だれのうんち
デイジー・バー

ド/作・マリアン

ナ・コッポ/絵

ふつつかな悪女ではござ
いますが④

中村颯希/作

くみたて 田中達也/作
Re：ゼロから始める異世
界生活㉙

長月達平/作

のりもの写真えほん
サイレンカーずかん

小賀野実/監修
86-エイティシックス
Eｐ.11

安里アサト/作

スープとあめだま
ブレイディみか

こ/作・中田いく

み/絵

新説狼と香辛料　狼と羊
皮紙Ⅶ

支倉凍砂/作

しすいみんわ絵本⑦

稲荷の藤兵衛
ヤマヤアキコ/
絵

続魔法科高校の劣等生
メイジアンカンパニー④

佐島勤/作
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出版者

講談社

琉球新報社

NO MARK Ink.

コールサック社

ボーダーインク

書肆侃侃房

ボーダーインク

郵趣サービス社

資料名 著者名

笑顔がふえる台所

資料名 著者名 介護の「困った」が消える本。

図説ダイヤモンドの文化史 マーシャ　ポイントン∥著 小泉八雲 池田 雅之∥監修

バラの物語
ピーター　E.クキエルス
キー∥著 これで安心!いっきにわかる!相続・贈与 中村 麻美∥編著

2030半導体の地政学 太田 泰彦∥著 LDKスゴ楽家事the Best

『その他の外国文学』の翻訳者 白水社編集部∥編 白崎茶会の「豆乳ヨーグルト」のおかずとおやつ。

ブックセラーの歴史 ジャン=イヴ　モリエ∥著 100年後も読み継がれる児童文学の書き方 村山 早紀∥著

年中行事百科 八條 忠基∥著 攻撃される知識の歴史
リチャード　オヴェンデン∥
著

子どもとつながる「お話」の魔法 シルカ　ローズ　ウエスト∥
著 バレットジャーナル活用術 mone∥著

カウンセラーが悩み解決!SNSコミュニケーション 浮世 満理子∥著 2行でわかるサクサク仕事ノート 学識サロンまぁ～∥著

テトラローグ ティモシー　ウィリアムソン∥
著

もし世の中から面倒な人がひとりもいなくなったとしたら
メンタルドクターSidow∥
著

暗殺から読む世界史
ジョン　ウイッティントン∥
著 がんばりすぎないお仕事復帰BOOK 藤井 佐和子∥監修

4人の子どもを東大理三に合格させた佐藤ママが
教えるわが子の知能と心を育てる「読み聞かせ」!

佐藤 亮子∥著 0歳教育 アグネス　チャン∥著

発達が気になる子の子育てモヤモヤ解消ヒントブック 全国LD親の会∥編著 50代からの骨粗鬆症対策の献立

そのまま食べてもおいしい!ふわふわスポンジ生地の
お菓子

加藤 里名∥著 Googleドライブ&OneDrive & Dropbox基本&便利技 リンクアップ∥著

英語が出来ません 刀祢館 正明∥著 45歳からの定番おしゃれレッスン 堀川 波∥著

空と宇宙の食事の歴史物語 リチャード　フォス∥著
60歳から始めたいほんとうにおいしいものだけ!石原
洋子の電子レンジベストメニュー

石原 洋子∥著

腰痛は座り方が9割 碓田 拓磨∥著 こころとからだにやさしい天然生活の料理入門

猫にひろわれた話 猫びより編集部∥編 ウー・ウェンの、わけあっておいしい野菜のおかず ウー ウェン∥著

現代病「集中できない」を知力に変える読む力
最新スキル大全

佐々木 俊尚∥著 弁当作家の学生が毎日作る家族と自分のゆる弁 のん∥著

みやぎから、
佐藤 健∥著
神木 隆之介∥著 スポーツの仕事ってこんなにある

ベースボール　マガジン社
∥編著

ぼくにはこれしかなかった。 早坂 大輔∥著 億稼ぐプロゲーマーになる方法 ふぇぐ∥著

野菜がおいしい!MOMOEのお弁当 MOMOE∥著 <磯貝探偵事務所>からの御挨拶 小路 幸也∥著

キャッシュレス時代の最速で1000万円貯まる方法 孤剣の涯て 木下 昌輝∥著

年収別貯めている100人の家計

味つけ黄金比率で基本の料理100

一生ものの愛用品

フランス流品格の磨き方

ＯＫＩＮＡＷＡ３６５ 沖縄の毎日を旅する写真集

資料名 著者名

沖縄「格差・差別」を追う ある新聞記者がみた沖縄50年の現実

未来に伝える沖縄戦 7

 羽原 清雅∥著

琉球新報社会部∥編

NO MARK Inc.∥著  平川 美由紀∥著

料理沖縄物語 古波蔵 保好∥著

又吉栄喜小説コレクション 1 又吉 栄喜∥著

沖縄切手総カタログ　本土復帰５０周年記念 日本郵趣協会∥発行

仲程 昌徳∥著

おきなわ暮らしの雑記帳 豊かで自然にやさしい生活 比嘉 淳子∥著

続・ひめゆりたちの春秋「第二の人生へ」

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