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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
館内整理日

休館日：月曜日・祝日
館内整理日
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≪第4土曜日のおもちゃ病院≫
新型コロナウィルス感染状況により、開院する
か判断されますので、事前にお問い合わせくだ
さい。開院についてはホームページ等でお知ら
せいたします。

※※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おりました
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、
お休みとさせていただきます。

10/27（水）～11/9（火）

どくしょ さ あ

読書ノート差し上げます♪

じぶん よ ほん きろく

自分の読んだ本を記録できる
ノートです。
ちゅうおうとしょかん

中央図書館のカウンターで
はいふ

配布します。
しだい しゅうりょう

※なくなり次第、終了となりま
す。

オンライン読み聞かせ♪

Youtube那覇市動画チャンネル

にて、読み聞かせ動画を期間限

定で配信します！

10月27日(水)～11月30日(火)

★配信期間★

企画②企画①

 

 

  

・来館の際は、マスクの着用をお願いします。 

・来館・退館の際は手指の消毒をお願いします。 

・体調不良の方は来館をお控えください。 

また、図書館内では 

※換気を行っております。 

※密集・密接回避をお心がけください。 

※咳エチケットをお心がけください。 

 
 以上について、安心・安全の為ご理解ご協力のほど宜しくお願

いいたします。 
 

☆但し、開館内容については、新型コロナウイルスの状況により、随時変

更となるため最新の情報は那覇市立図書館のホームページ、 

もしくは図書館内の案内掲示にてご確認ください。 

 

「最後の頁を閉じた 違う私がいた」



健康生活のススメ

10月は、健康強化月間です。また、9月21日は、世界アルツハイマーデーでし

た。そこで、中央図書館の特集コーナーでは、筋トレやストレッチなどのトレーニン

グに関する本と、脳トレや認知症に関する本を展示します。

この機会に、健康生活をはじめてみませんか？

おたのしみ袋

10月27日（水）から
※なくなり次第終了
おたのしみ袋を借りた方に

雑誌の付録を1点お渡しします。

※おたのしみ袋は、プレゼントではございま
せん。読み終わりましたら、お近くの図書
館、またはブックポストへご返却ください。

リサイクル本提供会

★児童書・一般書・雑誌★

リサイクル本を提供します！

※新型コロナウイルス感染症の状況により、
変更・中止となる場合もございます。

10月27日（水）から
※なくなり次第終了

企画③

企画④ 企画⑤

・お持ち帰り用の袋をご用意下さい。

・不要になった場合、処分は各自治体の

ルールに従って適切に行って下さい。

・古書店への売却等、営利目的で

の利用はしないでください。

中身のみえない袋のなかに

さまざまなテーマに沿った

オススメの本を3冊つめこみました。

どんな本が入っているのかは、

借りてからのおたのしみ♪

ステキな出会いがあるかもしれません。

http://2.bp.blogspot.com/-MpUo_1zq0sM/U-8HBZgY2gI/AAAAAAAAk98/c23p4UXJhZo/s800/book_zabuton.png
http://1.bp.blogspot.com/-5a-jqE_lSP4/U00KOPxFk1I/AAAAAAAAfQ4/RuYXLEUCsOs/s800/pop_chuui.png


だいめい かいたひと だいめい かいたひと

ぼくのバス
バイロン・バー
トン/作

豪快！最強！サッカーヒー
ロー超百科　世界編

これマジひみつ
の超百科

あっぷっぷーのぷー
あいはらひろゆ
き/作

わくわくサバイバル図鑑 ハイサイ探偵団

こねこのきょうだいかぞ
えうた　おふろ

石津ちひろ/文・

石黒亜矢子/絵
けんだましょうぶ

にしひらあかね
/作

チーターじまんのてんて
んは

みやけゆま/作 あいがあれば名探偵 杉山亮/作

講談えほん
那須与一・扇の的

神田伯山/監修 講談えほん　眠り猫
宝井琴調/文・さ

さめやゆき/絵

笑本おかしばなし①
ももたろう

ガタロー☆マン
/作

地域学をはじめよう 山下祐介/著

またまたうそだぁ！
サトシン/作・
山村浩二/絵

みんなちがってみんなステキ
ーLGBTの子どもたちに届けた
い未来ー

高橋うらら/著

かめーかめーの
カメーおばあ

しろませいゆう
/作

超訳マンガ　国語で習う
名詩・短歌・俳句物語

学研

幕末・維新人物伝
木戸孝允

水谷俊樹/原作
86ーエイティシックスー
EP.9

安里アサト/著

バトルブレイブス
人食いワニをつかまえろ！

ががくるBOOK
ふつつかな悪女ではございま
すが～雛宮蝶鼠とりかえ伝～

中村颯希/著

秘伝解禁！忍者超百科
これマジひみつ
の超百科

魔道祖師　２ 墨香銅臭/著

え
ほ
ん

じ
ど
う

じ
ど
う

Y
A

（
中
高
生

）



出版者

平凡社

しまこみ編集部

七月社

新星出版

角川春樹事務所

KATARIGI うえざと木工

メイツユニバーサルコン
テンツ

KATARIGI うえざと木工

資料名 著者名

不腸リセット
自律神経が整う!身体が生まれ変わる!

江田 証∥監修

資料名 著者名 あなたもきっと依存症 「快と不安」の病 原田 隆之

なんのために学ぶのか 池上 彰 働く人の疲れをリセットする快眠アイデア大全 菅原 洋平

日本の図書館建築 建築からプロジェクトへ
五十嵐 太郎∥編
李 明喜∥編 自律神経を整える。 決定版 マガジンハウス∥出版

世界書店紀行 金 彦鎬 図解まるわかりWeb技術のしくみ 西村 泰洋

博物館の世界 栗原 祐司
50歳からの私らしい暮らし方
小さく、身軽に、快適に

柿崎 こうこ

考えない猫が教える脱力系哲学の言葉 原田 まりる お金の神様に聞く高橋さん家(ち)の100の悩み ペロンパワークス

私は正しい その正義感が怒りにつながる 安藤 俊介 あたらしいおかず 家ごはんをも～っとおいしく! 山田 英季

さみしい夜に読むことば 荻野 文子∥選 片づけのことを考えただけで疲れてしまうあなたへ。 小西 紗代

はじめて世に出る青年へ 渋沢 栄一 「どんなときでも味方だよ」って伝えたい! さざなみ

超一流の仕事の言葉 雲の上で出会った 黒木 安馬 らくらくメンテで長く楽しむ苔テラリウム 大野 好弘

サフラジェット 平等を求めてたたかった女性たち デイヴィッド　ロバーツ 紙バンドでつくる暮らしに役立つ美しいかご 古木 明美

コロナが生んだ米中「新冷戦」
変質する国際関係

西原 正∥監修
安全保障研究所∥編 いちばん親切な音楽記号用語事典 轟 千尋∥編著

定年ひとり起業
定年起業を始めるならこの1冊!

大杉 潤 スポーツする人の栄養・食事学 樋口 満

コーチングの「基本」が身につく本 本間 正人 児童文学の中の家 深井 せつ子

ミスしない大百科
 “気をつけてもなくならない”ミスをなくす科学的な方法

飯野 謙次
宇都出 雅巳

うん古典 うんこで読み解く日本の歴史 大塚 ひかり

どん底サラリーマンが株式投資で2億円
いま息子に教えたいお金と投資の話

DokGen 文豪きょうは何の日? 立東舎∥編

気弱さんのための言いにくいモノの言い方
五百田 達成∥監修
主婦の友社∥編 ひらめく!作れる!俳句ドリル

岸本 尚毅
夏井 いつき

おひとりさまの認知症 幸せに暮らす準備ブック
高瀬 義昌∥監修
主婦の友社∥編 あした、この国は崩壊する ポストコロナとMMT 黒野 伸一

まんが子どものいない私たちの生き方
 おひとりさまでも、結婚してても。

森下 えみこ
くどう みやこ

貴方のために綴る18の物語 岡崎 琢磨

多様な社会はなぜ難しいか
日本の「ダイバーシティ進化論」

水無田 気流 商店街のジャンクション 村木 美涼

しゃべらなくても楽しい!
シニアの心身機能アップ体操50

斎藤 道雄 作家と猫 平凡社編集部∥編

美しい和菓子の図鑑 青木 直己∥監修 ねぼけノート 認知症はじめました あさと ひわ

ツッコミ読み!裏切りの日本昔話 ながた みかこ キャクストン私設図書館 ジョン　コナリー

星の王子さまの天文ノート 縣 秀彦∥編著

どうぶつおやこ図鑑 マヤ　セーヴストロム

僕だって、大丈夫じゃない キム シヨン

カラダの不思議としくみ入門 中島 雅美∥監修

美ら海漂流記 奥村  禎秀∥著

沖縄の空手－その基本形の時代

資料名 著者名

ラッキーキャッツ ルアーフィッシングスクール 3 sacom works（さこむわーくす）∥著

津波 高志∥著

「ハーフ」ってなんだろう?  あなたと考えたいイメージと現実 下地 ローレンス吉孝∥著

島の木の図鑑 上原 千香子 ほか∥編集・文

伊東 潤∥著

石垣島の野鳥図鑑 小林 雅裕∥著

琉球警察

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓↓　　　下の2冊は館内閲覧のみ（貸出不可）の新刊　　↓↓

島の木の物語 上原 千香子 ほか∥編集・文


