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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
３日文化の日は特別開館。
館内整理日

日 月 火 水 木 金 土
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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。

図書館の入口ドアに折り紙など
をはって工作をしよう！
今月のテーマは「みのりの秋」

調べもの（レファレンス）事例

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。

Q.エイサーがどこから発生したか、どう
いった経緯で生まれたか。エイサーの起源
や歴史、それに付随する情報を知りたい。

A.『沖縄の民俗芸能論』『沖縄エイサー誕生ばなし』
『琉球の文化(第５号)』『沖縄文化 第８７号(第３３
巻１号）』『エイサー』など、数冊ご紹介。
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読書週間関連企画はじまります！

第76回 読書週間 10月27日～11月9日

「この一冊に、ありがとう」

秋のわくわくおはなし会

日時：10月30日（日）14時～15時
13時30分から受付。

場所 :  中央公民館ホール
予約は不要です。
どなたでもご参加ください♪

10月1日（土）～ 本のおたのしみ袋

10月1日（土）～ リサイクル資料提供会

♪読書ノート差しあげます♪

自分の読んだ本を記録できるノートです。
中央図書館のカウンターで配布します。

10月27日（木）～ なくなり次第終了

http://4.bp.blogspot.com/-Ky1cvFp8PW8/VMItjouDJvI/AAAAAAAAqvM/E0y79Jlz8Wg/s800/line_book.png
http://4.bp.blogspot.com/-Ky1cvFp8PW8/VMItjouDJvI/AAAAAAAAqvM/E0y79Jlz8Wg/s800/line_book.png


読書週間 中央図書館特集

ふつうってなんだろう
～多様な個性を理解するために～

日本最古の博物館「東京国立博物館」が、

今年で創立150周年を迎えました。

そこで、10月の特集コーナーでは博物館

に関する資料を展示しますよ。世界中の

さまざまな博物館の資料を集めましたの

で、ぜひ手にとってみてください。

博物館に行きたくなっちゃうかも！

10月27日～関連図書の展示・貸出を行います。

10月1日～本のおたのしみ袋の
貸出を行います！

１袋に３冊入っています。
どんな本が入っているのかは
借りてからのおたのしみ！

※１人１回の貸出で２袋まで。
※おたのしみ袋１つにつき
雑誌の付録を１点プレゼント！

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

地球の歩き方

沖縄国際大学
公開講座委員会

展望社

琉球新報社

コールサック社

産業編集センター

明石書店

榕樹書林

資料名 著者名

よくわかる電気
佐々木 一平・
磯谷 祥之∥共著

資料名 著者名 時間があっても、ごはん作りはしんどい 小竹 貴子∥著

人間が生きているってこういうことかしら? 中村 桂子∥著 完全図解セキュリティー対策 日経NETWORK∥編集

稀書探訪 鹿島 茂∥著 まっぷる北海道　'23

古代日本に於ける「図書館」の起源 新藤 透∥著 るるぶ函館　'23

初めて書籍を作った男 アレッサンドロ　マルツォ
マーニョ∥著 るるぶ松江出雲石見銀山　'23

どうして? ひぐち あずさ∥作 るるぶ草津伊香保みなかみ四万

50歳からの賢い住宅購入 千日 太郎∥著 ウクライナの夜 マーシ・ショア∥著

10代の女の子のための性のお悩み相談室 宮川 三代子∥著
一生安心するためのフリーランスのお金が
ぜんぶわかる本

関根 俊輔∥監修

オトナ女子のためのカラダの教科書 松村 圭子∥著 最新税金の基本と実務 武田 守∥監修

更年期、私のトリセツ 対馬 ルリ子∥監修
18歳成人になる前に学ぶ
契約とお金の基本ルール

消費者教育支援センター
∥監修

こども文房具　2022 たこなお文具堂∥著 逝きかた上手 石蔵 文信∥著

てづくり推しぬいBOOK 平栗 あずさ∥著
こむら返り自力で克服!名医が教える
最新1分体操大全

出沢 明∥著

0～2歳児の発達にあったあそびアイデアBOOK 浅野 ななみ∥監修
機械業界のしくみとビジネスが
これ1冊でしっかりわかる教科書

小林 哲也∥著

平家物語 犬王の巻 古川 日出男∥著 台所図鑑 大木奈 ハル子∥著

まだまだ身の下相談にお答えします 上野 千鶴子∥著 仕事に行ってきますプラス 季刊『コトノネ』編集部∥著

60歳 女、ひとり、疲れないごはん 銀色 夏生∥[著] 仕事に行ってきます 11 アパレルの仕事

春だから 野口 卓∥著 仕事に行ってきます 12 ガパオづくりの仕事

子育て世代のための快適移住マニュアル 金丸 知弘∥著 大きな字でわかりやすいYouTubeユーチューブ入門 AYURA∥著

カワウソをよく知るための本
コツメカワウソ研究会
∥編著 月魚 三浦 しをん∥著

シルバー川柳
みやぎシルバーネット
∥編 太宰治大活字本シリーズ 2 走れメロス 太宰 治∥著

消えた歌の風景　PART2 内館 牧子∥著 太宰治大活字本シリーズ 3 斜陽 太宰 治∥著

できるゼロからはじめるパソコン超入門 法林 岳之∥著 太宰治大活字本シリーズ 4 ヴィヨンの妻 太宰 治∥著

仕事で役立つ!PDF完全マニュアル 桑名 由美∥著 太宰治大活字本シリーズ 5 富嶽百景 太宰 治∥著

現場ですぐに使える!Access VBA
逆引き大全600の極意

E Trainer.jp∥著

図解でわかる障害福祉サービス 二本柳 覚∥編著

発達障害の子どもに自立力をつける本 高山 恵子∥監修

文系のためのめっちゃやさしい無とは何か 佐々木 真人∥監修

沖縄よ!ウクライナにナルナ

資料名 著者名

沖縄美ら海水族館はなぜ役に立たない研究をするのか?

人権２０２１

佐藤 圭一 , 冨田 武照 , 松本 瑠偉∥著

沖縄国際大学公開講座委員会∥編

金城 実 , 天木 直人∥著

石垣島　竹富島　西表島　小浜島　由布島　新城島　波照間島 地球の歩き方編集室∥編

わったー世界のウチナーンチュ！
海外県系人の若者たちの軌跡

野入 直美 , 藤浪 海 , 眞壁 由香∥編著

ガマ～イクサバの記憶～　大城弘明写真集　沖縄戦から77年 大城 弘明∥著

又吉　栄喜∥著

沖縄戦と琉球泡盛 百年古酒の誓い 上野 敏彦∥著

又吉栄喜小説コレクション 2

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