
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在、那覇市立図書館は全館臨時休館中ですが、
下記のとおり一部業務を実施いたします。 

 
緊急事態宣言が 9 月 30 日まで延長となり、利用者

の皆様には大変ご不便をおかけしておりますが、引き続
き、感染拡大防止へのご理解ご協力をお願いいたしま 
す。 
 

9月 14日（火）～ 当面の間 
（カウンター窓口まで） 

① 予約資料の受取り  

② 資料の返却  

③ 新規利用者カードの作成 

④ 資料の予約受付 
 
 
 
 
 
 
 
※臨時休館中の一部業務実施ですので、貸出資料は休館
明けにご返却しても構いません。 
※窓口での調査・相談業務は、簡易なもののみお受けいたし
ます。 
 
感染状況に応じ、対応を変更する場合がありますので、 
最新の情報は図書館 HP等でご確認ください。 

 

 

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

 

休館日：金曜・祝日 

 

休館日：金曜・祝日・第三水曜日 

点線で囲われた日にちは 

   左記での対応予定となります。 

日 月 火 水 木 金 土

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31・電話受付（1回 2件まで）  
・ｗｅｂ受付 
・カウンター受付 
（記入済み「リクエスト（予約）カード」のみ） 

 

発行：那覇市立牧志駅前ほしぞら図書館  

   〒902-0067 那覇市安里 2-1-1  

ＴＥＬ：917-3450  ＦＡＸ：866-9243 

発行日：2021年 9月 1 日（第 114 号） 

 
本の検索

はこちら

から！ 

発熱など 

体調不良の方は 

来館をお控えください。 

飛沫感染防止のため 

マスク等の着用を 

お願いします。 

入退館時に 

手指消毒を 

お願いします。 

並ぶ際は 

一定間隔を 

空けてください。 



資料名 著者名 資料名 著者名

神さまはすぐやる人が大好き。 赤塚 智高∥著 コロナ戦記
日本経済新聞社政治
担当論説委員∥編

なんか勝手に人生がよくなるやめることリスト 本田 晃一∥著 カラダにやさしいコンビニごはん100 平澤 芳恵∥著

なぜか声がかかる人の習慣 高橋 浩一∥著 和家具の世界 小泉 和子∥著

優しいあなたが不幸になりやすいのは世界
が悪いのではなく自業自得なのだよ

藤森 かよこ∥著 東京国立博物館の至宝
東京国立博物館∥
監修

老いの孤独は冒険の時間 石川 恭三∥著 旅するために生きている 片渕 ゆり∥著

映える幕末史 スエヒロ∥著
ビジネスで役立つIT用語がこれ1冊でしっ
かりわかる本

小宮 紳一∥著

美術でめぐる西洋史年表 池上 英洋∥著 最後の弟子が松下幸之助から学んだ経営の鉄則 江口 克彦∥著

不自由な足が世界を広げてくれた 三好 鋭郎∥著 風は山から吹いている 額賀 澪∥著

ある奴隷少女に起こった出来事 1
ハリエット　A.ジェイコ
ブズ∥著

ワンさぶ子の怠惰な冒険 宮下 奈都∥著

探検家の地図
ピョートル
ウィルコウィエツキ∥
著

アウシュヴィッツで君を想う
エディ　デ　ウィンド∥
著

渋沢栄一92年の生涯 夏の巻 白石 喜太郎∥著 しあわせを育てるKitchen リブコンテンツ∥著

超一流の仕事の言葉 黒木 安馬∥著 生活を究める 渡邊 恵太∥著

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∥著
「生きがい」と出会うために
     神谷美恵子のいのちの哲学

若松 英輔∥著

今さら聞けない投資の超基本 泉 美智子∥著 旅客機から見る世界の名山 須藤 茂∥編著

相続税を払う奴はバカ! 大村 大次郎∥著 自分探しするアジアの国々 小川 忠∥著

ジェンダー分析で学ぶ女性史入門 総合女性史学会∥編 よくわかる政治思想 野口 雅弘∥編著

ねむたいこいし アリス　グレゴリー∥著 民法Visual Materials 池田 真朗∥編著

我が家はこうして読解力をつけました 佐藤 亮子∥著 お金で騙す人お金に騙される人 ベン　カールソン∥著

「YOUは」宇宙人に遭っています アーディ　S.クラーク∥著 それでも児童相談所は前へ 奥田 晃久∥著

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∥著 図説魔女の文化史 セリヌ　デュ　シェネ∥著

10の住まいの物語 八島 正年∥著 鳥類学は、あなたのお役に立てますか? 川上 和人∥著

赤ちゃん寝かしつけの新常識
ソフィア　アクセルロッ
ド∥著

体とココロが喜ぶごほうび漢方 田中 友也∥著

一 般 書



資料名 著者名 資料名 著者名

介護しているあなたが一瞬で楽になる声かけ 大石 幸枝∥著 うちのやさしいかいじゅうごはんレシピ あまこ ようこ∥著

APD<聴覚情報処理障害>がわかる本 小渕 千絵∥監修 ポリ袋でレンチンおかず しらい のりこ∥著

キャラでわかる!はじめての漢方薬図鑑 新見 正則∥監修 プロのおうちごはん
NHK「プロフェッショナル
仕事の流儀」制作班∥編

山本あきこの日本一楽しいおしゃれドリ
ル

山本 あきこ∥著 くたびれないごはんづくり
婦人之友社編集部∥
編

洋風でかわいいつまみ細工 藤川 しおり∥著
料理に対する「ねばならない」を捨てた
ら、うつの自分を受け入れられた。

阿古 真理∥著

バラの文化誌
キャサリン
ホーウッド∥著

野菜まるごと冷凍テクニック 島本 美由紀∥著

はじめてのマンション経営 西田 美和∥著 野菜まるごと冷凍レシピ 沼津 りえ∥著

図解不動産のしくみと新常識 脇保 雄麻∥著 パンのトリセツ 池田 浩明∥著

モネへの招待 朝日新聞出版∥編 羊毛フェルトで作る思いやりせっけん 寺西 恵里子∥著

おそとで楽しむ遊びのワンダーランド 木村 研∥著
子どもは「親の心配」をランドセルに入れ
て登校しています

桑原 朱美∥著

私が欲しかったもの 原 裕美子∥著

比べて愉しい国語辞書ディープな読み方 ながさわ∥著 資料名 著者名

私が望むことを私もわからないとき チョン スンファン∥著 日本最大級の蝶　オオゴマダラ　沖縄の美しい蝶 安田 淳夫∥著

道をたずねる 平岡 陽明∥著 南島探検　西表島の沢を歩きつくす 安間 繁樹∥著

春を待つ 松下 隆一∥著 しくじりから学ぶ　13歳からのスマホルール 島袋 コウ∥著

日華ミステリーアンソロジー 島田 荘司∥選 首里城シーサーと脳梗塞リハビリ 松下 武∥著

私たちは人生に翻弄されるただの葉っぱ
なんかではない

銀色 夏生∥著 ペン・プラス （株）cccメディアハウス

勇気は、一瞬 後悔は、一生 0号室∥著 別冊太陽スペシャル　首里城 （株）平凡社

電話応対これができればOKです! 直井 みずほ∥監修 大人の2泊3日旅　沖縄 JTBパブリッシング

k.m.p.の、旅したくてぐるぐる。
k.m.p.∥著ブックデザ
イン

石垣 宮古 完全版2021 JTBパブリッシング

エピソードで読む世界の国243  2021▷2022
エピソードで読む世界の
国243編集委員会∥編 おばぁタイムス　5 沖縄タイムス社

感動の鉄道絶景
「旅と鉄道」編集部∥
編

おばぁタイムス　6 沖縄タイムス社



かいたひと かいたひと

ミオととなりのマーメイド⑧
ミランダ　ジョーンズ
∥作

天使たちの課外活動⑦ 茅田　砂湖∥著

消えない叫び R.L.スタイン∥監修 天使たちの課外活動⑧ 茅田　砂湖∥著

小学生からのなんでも法律相談　4巻 小島 洋祐∥監修 人は見た目!と言うけれど 外川 浩子∥著

小学生からのなんでも法律相談　5巻 小島 洋祐∥監修

裁判官になるには 飯島 一孝∥著

潜入!天才科学者の実験室④ 佐藤 文隆∥編著 いろいろおかしパーティー おおで ゆかこ∥作

かいけつゾロリ
きょうふのエイリアン

原 ゆたか∥さく・え ネコとなかよくなろうよ トミー　デ　パオラ∥作

ワクワク!心理ゲーム大じてん
ココロラボラトリーズ
∥監修

ようかいむらのどきどきひなまつり たかい よしかず∥作・絵

地球村の子どもたち③ 石井 光太∥著 ルラルさんのつりざお いとう ひろし∥作

地球村の子どもたち④ 石井 光太∥著 ウィルとはるのおきゃくさん リンダ　アシュマン∥文

しかくいまち 戸森 しるこ∥作 おたすけこびととハムスター なかがわ ちひろ∥文

見たい!知りたい!

図書館はうら側もすごい!
小田 光宏∥監修 くっつけてみよう かがみ けん∥著

ながれぼし 武田 康男∥監修・写真

ねこのようしょくやさん KORIRI∥さく・え

みゆは落とし物名たんてい！ 花田しゅーこ//著 アヒルかも!ウサギかも!
エイミー　クラウス
ローゼンタール∥著

うろおぼえ一家のおかいもの 出口 かずみ∥作

にくにくしろくま 柴田 ケイコ∥作・絵

ふしぎ駄菓子屋　銭天堂1～15巻 廣嶋　玲子∥作 あおいらくだ
茂田　まみこ・
長村さと子∥作

ビジュアル顔の大研究 原島 博∥監修 かぼちゃのすーぷうまうまううう! もりなが あけの∥作

感染症ってなんだろう? 岡田 晴恵∥著 きょうりゅうきょうりゅう
バイロン　バートン∥
さく・え

オルセー美術館でさがせ!
ニコラス　ピロー∥
作

うまれたよ!ベニシジミ 新開 孝∥写真・文

めいたんていサムくんと
あんごうマン

那須 正幹∥作
アニメおさるのジョージ
ちしきえほん リサイクルはおまかせ

マーガレット　レイ
∥原作

鬼大図鑑 田村 正彦∥監修 恐竜トリケラトプスのジュラ紀めいろ 黒川 みつひろ∥作・絵

24時間のキョーフ①
日本児童文学者協会∥
編

ノンタン　たいそう1・2・3 キヨノ　サチコ∥作・絵

なぞのおばけめいろ 吉田 純子∥作 ノンタン　ぱっぱら　ぱなし キヨノ　サチコ∥作・絵

ノンタン　ピクニック　ららら キヨノ　サチコ∥作・絵

ノンタン　にんにん　にこにこ キヨノ　サチコ∥作・絵

ノンタン　いない　いなーい キヨノ　サチコ∥作・絵

パックン　バーガーくん 乾栄　里子∥文

みんなに話したくなる感染症のはなし
14歳からのウイルス・細菌
・免疫入門

仲野　徹∥著

だいめい だいめい

子どものための少年詩集

：2020アンソロジー

大注目!写真とイラストでわかる

大正時代をのぞいてみよう

『大正時代をのぞい
てみよう』編集委員
会∥編著

子どものための
少年詩集
編纂委員会∥編
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