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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
年末休
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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。

★特別開館のお知らせ★

11/3（水）の“文化の日”は
9時30分から午後7時まで開館します。

図書館職員による絵本の読み聞かせ動画を

期間限定で配信！ ぜひ、ご視聴ください♪

📖 読 書 週 間 📖 特 別 企 画



・老眼鏡
見たい距離で手元のピントを合わせる
ための眼鏡です。
小さな文字が見えにくい方へおすすめ
です。

・拡大鏡
細かな文字や図等を拡大して見るため
のレンズです。
虫めがねタイプです。

・リーディングトラッカー
読みたい行を集中し読み進める読書補
助具です。
視覚障害がある方や読書に集中したい
方に便利です。

・拡大読書器
文字や図等をカメラで読み取り、拡大
してモニター画面に表示する機器です。
弱視者や高齢者の方にご利用いた
だけます。

首里城

2019年10月31日未明に発生し
た火災で首里城正殿ほか7棟が消
失しました。沖縄のシンボル的存
在である首里城の再建に向け、着
実にあゆみが進んでいます。

中央図書館では、首里城の写真集
や首里城にまつわる図書などを集
めてミニコーナーを設けています。
手に取って、首里城の歴史などに
思いを馳せてみませんか。

展示期間：10月27日～11月3日

お貸しします！
カウンターへどうぞ。

1971年に初めて放送されてから、今年で50年目、
現在36シリーズになる「仮面ライダー」。
この子どもから大人まで大好きなヒーローを生み出したのが、
漫画の王様 石ノ森章太郎です。

11月は、石ノ森章太郎関連の作品や、仮面ライダーの本を特集
します。

意外な作品をみつけられるかも・・・？

http://2.bp.blogspot.com/-MpUo_1zq0sM/U-8HBZgY2gI/AAAAAAAAk98/c23p4UXJhZo/s800/book_zabuton.png
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10歳までに読みたい世界名作
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メイドイン十四歳 石川宏千花/著

キャリア教育に役立つ！
じぶんプレゼン！①
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出版者

講談社

ボーダーインク

天夢人

白泉社

左右社

日本経済評論社

インパクト出版会

ユニプラン

資料名 著者名

栄養素も鮮度も100%キープ!おいしい冷凍保存術 島本 美由紀

資料名 著者名 原子力の哲学 戸谷 洋志

3・4・5歳のこどもの「なんで?」早引き事典Light 主婦の友社∥編 投資の基本ゆる図鑑 伊藤 亮太

図書館を語る 未来につなぐメッセージ  山崎 博樹∥編著 観て楽しい育てて美味しい野菜の再生栽培 大橋 明子

名著のツボ 賢人たちが推す!最強ブックガイド 石井 千湖 トイ・プードルの赤ちゃん元気&幸せに育てる365日 高橋 徹∥監修

わたしのなつかしい一冊
池澤 夏樹∥編
寄藤 文平∥絵

心ゆさぶる広告コピー
 その言葉は、あなたの人生とつながっている

岩崎 亜矢∥選

日本人がよく使う何気ない言葉には、
「美しい生き方のヒント」が隠されている。

小川 仁志 こじらせ美術館 ナカムラ クニオ

怒りの扱い方大全 戸田 久実 生きがいのボランティアおもちゃドクター 市来 歳世彦

お寺の日本地図 名刹古刹でめぐる47都道府県 鵜飼 秀徳 めちゃ硬さんのための誰でも柔らかくなるストレッチ 梅野 めう

年輪で読む世界史 バレリー　トロエ 少林寺拳法 愛の価値、力の理想。 宗 道臣

室町は今日もハードボイルド
日本中世のアナーキーな世界

清水 克行 作ってあそぶ!ままごと&ごっこ まるばやし さわこ

THE SHOGUN'S LAST SAMURAI CORPS ロムルス　ヒルズボロー B.LEAGUE誕生 日本スポーツビジネス秘史 大島 和人

1日1ページ、読むだけで身につく日本の教
養365 歴史編

小和田 哲男∥監修 魅せる日本舞踊 美しい所作と表現を磨く

 
二代目花柳壽應∥監修
二代目花柳輔蔵∥監修

退屈とポスト・トゥルース
 SNSに搾取されないための哲学

マーク　キングウェル 印刷・紙もの、工場見学記 ザインのひきだし編集部∥編

リープフロッグ 逆転勝ちの経済学 野口 悠紀雄 ビッグデータ英会話
高橋 基治
阿部 一

女性差別はどう作られてきたか 中村 敏子 伝わる文章術見るだけノート 山口 拓朗∥監修

子育て支援の経済学 山口 慎太郎 英語でオノマトペ表現 ルーク　タニクリフ

だから、みんなちがっていい
高濱 正伸
乙武 洋匡

英語で知りたい!世界のキーパーソン人名事典
アルク「人名事典」
製作委員会∥編

これならできる、こどもキッチン 石井 由紀子 マンガでわかる!作詞入門
田口 俊∥監修
さの かける∥マンガ

誰がメンズファッションをつくったのか? ニック　コーン あしたの官僚 周木 律

赤毛の文化史
ジャッキー　コリス
ハーヴィー 作家と犬 平凡社編集部∥編

文系のためのめっちゃやさしい人体 吉川 雅英∥監修 雨あがり お江戸縁切り帖 泉 ゆたか

10の「感染症」からよむ世界史
脇村 孝平∥監修
造事務所∥編著 再建の神様 江上 剛

マスク老け撃退顔トレ マスクしたまま30秒!! 石井 さとこ 天使と悪魔のシネマ 小野寺 史宜

休息の科学
 息苦しい世界で健やかに生きるための10の講義

クラウディア　ハモンド

マスタードの歴史 デメット　ギュゼイ

今だから、家事のしくみを、整える
 掃除、洗濯、食事の支度

主婦と生活社∥発行

無印良品ではじめる新しい習慣 水谷 妙子

日本が誇る絶品の食遺産100

資料名 著者名

琉球王国の成立と展開

沖縄フール曼荼羅 いにしえの<豚便所>トイレ文化誌

来間 泰男∥著

平川 宗隆∥著

小林 しのぶ∥著

琉球風水志シウマが教えるあなたの運命をつかさどる「数字の暗号」 シウマ∥著

琉球のユウナ 6 響 ワタル∥著

「オキナワの苦難を知る」伝えていこう!平和 鳥越 一朗∥著

高嶋 進∥著

沖縄人民党事件 -米国民政府軍事法廷に立つ瀬長亀次郎- 森川 恭剛∥著

八十歳の朝から

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


