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 ★繁多川図書館は子どもの本と文化向上を目的に活動する「沖縄県子どもの本研究会」が業務受託・運営しています★ 

 

 

 

2021年第75回 秋の読書週間 

1947（昭和22）年「読書の力によって、平和な文化国家を創ろう」と決意

して、第１回「読書週間」が開かれました。第1回は、11月17日～23日でした

が、第２回から10月27日～11月9日（文化の日をはさんで２週間）になり、今

年で第75回目を迎えます。本館では、今年の「読書週間」がみなさん一人ひ

とりに読書のすばらしさを知ってもらうきっかけづくりとして、下記の企画展

示、おはなし会を催します。この機会に、図書館を上手くご活用下さい。 

 

標語 『最後の頁を閉じた 違う私がいた』 
作者 ： 緑川良子さん 

〈作者のことば〉 没頭できる本に出会うと、読み終えてもすぐに現世に戻れませ

ん。しばらく宙に浮いたような感覚のあと我に返っても、読む前とは確実になに

かが変わっています。そんな出会いをいつも楽しみにしています。 

 

読書週間  

テーマ  みんなの推し本！  
著名人が心に残った本を紹介します。どんな本を読んで 

きたのでしょうか？ 掲載された雑誌も一緒に展示します。 

 

 ぴよぴよおはなし会  
日時：11 月 10 日・24 日(水) 

午前 11 時～１１時３０分 
会場：繁多川図書館 おはなしのへや 

対象：乳幼児とご家族の方 

無料・要予約・限定 2 組 

 定例おはなし会  
日時：11 月 13 日・27 日（土） 

午前 11 時～１１時３０分 
会場：繁多川図書館 おはなしのへや 

対象：どなたでもご参加いただけます 

無料・申込不要 

来館時のおねがい 

来館の際はマスクの着用と手指の消毒をお願いいたします。 

発熱、体調の悪い方は来館をお控え下さい。 

密集を避けるために、なるべく少人数でのご来館をお願いいたし

ます。 

 
※各おはなし会は、新型コロナウイルス感染拡大の状況により、中止となる場合があります。 

 

mailto:lib-hanta-01@nirai.ne.jp


                                                

  
 

 

 

  

                           

 

  

資      料      名 著  者  名 出  版  者 

 だっこさんかい サンタクロース 角野栄子∥作 よしむらめぐ∥絵 小 学 館 

 あかちゃんご おしゃべり えほん English かしわらあきお∥さく・え 主婦の友社 

▲ おとうさんは ぜったいに しなない あさお よう∥作・絵 フレーベル館 

▲ ゾッとする怪談えほん 空き家 有田奈央∥文  森洋子∥絵 新日本出版社 

▲ たろうがらす じろうがらす かこ さとし∥さく  

▲ ドン・ウッサ グッスリだいぼうけん！ キューライス∥さく 白 泉 社 

▲ ふまんばかりの メシュカおばさん キャロル・チャップマン∥さく アーノルド・ローベル∥え 好 学 社 

 死にざま図鑑 偉人のさいごは どうなった？ 伊藤賀一∥監修 ポ プ ラ 社 

 おとなを動かす悩み相談クエスト こども六法ＮＥＸＴ 山崎聡一郎∥監修 小 学 館 

 ますます ざんねんな いきもの事典 今泉忠明∥監修 高 橋 書 店 

 校長先生、ちょっとこわくてふしぎな話を聴かせて 竹宮竜∥作 扶 桑 社 

 繊細すぎてしんどいあなたへ HSP相談室 串崎真志∥著 書 店 

 檸檬先生 珠川こおり∥作 講 談 社 

資      料      名 歌  手  名（発売者） 資 料 コ ー ド 

NHKおかあさんといっしょ 最新ベスト きみイロ 花田ゆういちろう ほか∥歌 0830050884 

VOCALO CLASSIC 石 川 綾 子 ∥ 演 奏 0830051082 

クール・ストラッティン ソニー・クラーク∥演奏 0830051090 

★TAG タグ ジェフ・トムシック∥監督 0830038493 

★尚円王 知 念 臣 悟 ∥ 出 演 0830051040 

★おいしい給食 ➂ 市 原 隼 人 ∥ 主 演 0830050973 

●赤ちゃん絵本 ▲幼児・児童絵本 ★児童（絵本以外） 

◆ＹＡ（ヤングアダルト･･･中高生向け） 

★マークはＤＶＤです。 

※上記以外にも新着資料はあります。くわしくはお問い合わせいただくか、 

右のＱＲコードからもご確認いただけます。 

 



                         

 

 

 

ジジャャンンルル  資資           料料           名名  著著   者者   名名  出出   版版   者者  

報報道道倫倫理理  NN ee ww ss   DD ii ee tt （（ ニニ ュュ ーー スス   ダダ イイ エエ ッッ トト ））  ロロルルフフ・・ドドベベリリ  ササンンママーークク出出版版  

修修 験験 道道  幸幸 いい をを いい たた だだ きき まま しし てて  塩塩 沼沼   亮亮 潤潤  幻幻 冬冬 舎舎  

太太 平平 洋洋  

戦戦   争争  
国国民民義義勇勇戦戦闘闘隊隊とと学学徒徒隊隊  隠隠蔽蔽さされれたた「「一一億億総総特特攻攻」」   斉斉 藤藤   利利 彦彦  朝朝日日新新 聞聞 出出版版  

教教職職技技術術  教教 師師 のの たた めめ のの ララ イイ フフ ハハ ッッ クク 大大 全全  庄庄子子寛寛之之、、江江澤澤隆隆輔輔  明明 治治 図図 書書  

芸芸術術大大学学  クク ロロ ーー ズズ アア ッッ ププ 藝藝 大大  国国谷谷裕裕子子++東東京京藝藝術術大大学学  河河出出書書 房房 新新社社  

健健 康康 法法  疲疲 れれ なな いい カカ ララ ダダ 大大 図図 鑑鑑  夏夏 嶋嶋   隆隆  アア スス ココ ムム  

住住宅宅建建築築  木木 のの 家家 にに 住住 もも うう 。。  
古古 川川 泰泰 司司  

アアララタタ･･ククーールルハハンンドド   
エエククススナナレレッッジジ  

生生活活科科学学  パパリリのの小小ささななアアパパルルトトママンンでで楽楽ししむむおおううちち時時間間   とと のの まま りり ここ  世世 界界 文文 化化 社社  

育育児児生生活活  おお やや まま ささ んん ちち のの 愉愉 快快 なな るる 33 66 55 日日  おお やや まま  KKAADDOOKKAAWWAA  

農農村村生生活活  ダダンンスス・・イインン・・ザザ・・フファァーームム  周周防防大大島島でで坊坊主主とと農農家家とと他他いいろろいいろろ  中中 村村   明明 珍珍  ミミ シシ ママ 社社  

愛愛玩玩動動物物  デデ ググ ーー 、、 飼飼 いい はは じじ めめ まま しし たた ！！  大大 野野   瑞瑞 絵絵  誠誠文文堂堂 新新 光光社社  

アア ウウ トト  

ドド アア  
そそ れれ でで もも 僕僕 はは 歩歩 きき 続続 けけ るる  田田 中中   陽陽 希希  平平 凡凡 社社  

芸芸 人人  つつくくるるひひととびびとと  ククリリエエイイタターー7711 人人ののパパワワーー・・ワワーードド   秋秋 山山   竜竜 次次  集集 英英 社社  

ハハワワイイ語語  ハハ ワワ イイ 語語 でで 話話 そそ うう  古古川川敏敏明明、、土土肥肥麻麻衣衣子子   白白 水水 社社  

小小 説説  アア ンン ソソ ーー シシ ャャ ルル   デデ ィィ スス タタ ンン スス  金金 原原   ひひ とと みみ  新新 潮潮 社社  

日日 記記  苦苦 汁汁 22 00 00 ％％ スス トト ロロ ンン ググ   尾尾 崎崎   世世 界界 観観  文文 藝藝 春春 秋秋  

資資           料料           名名  編編 ・・ 著著 者者 名名   出出   版版   者者       

沖沖 縄縄 児児 童童 文文 学学 のの 水水 脈脈  齋齋 木木 喜喜 美美 子子  関関 西西 学学 院院 大大 学学 出出版版会会  

山山 城城 千千 佳佳 子子   リリ フフ レレ ーー ミミ ンン ググ  山山城城千千佳佳子子・・岡岡村村惠惠子子  水水 声声 社社  

とと なな りり のの ウウ ミミ ガガ メメ  井井上上慎慎也也・・高高松松飛飛鳥鳥  ううみみ まま ーーるる 企企 画画  

★ 上記以外の新着資料もございます★ 

★ 貸出中の際は、予約も可能です。詳しくは職員へお声かけください 

★ 新着資料は右のＱＲコードからもご確認いただけます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まんちゃーまんちゃー おはなし会 

今年の秋のおはなし会は特別版！ 

いつもの読み聞かせではなく、しまくとぅばで披露しま

す！三線の生演奏にあわせた、しまくとぅばでのゆかいな

掛け合いをぜひご覧ください！ 

11月 3 日（水）文化の日 
11：00～11：30 
繁多川図書館前広場 

申込不要 

※新型コロナウイルス感染拡大の状況により、休止となる場合があります。 

お問い合わせ 繁多川図書館 917-3455 

～うちなーの昔ばなし・わらべ歌を楽しもう！～ 

語てぃ いちゃびら 

しまくとぅば 

本の 

リサイクル広場 
 

期 間 ：10/21（木） 

～11/16(火） 

時 間 ：図書館開館時間内 

場 所 ：繁多川図書館 ロビー 

 

保存年限の過ぎた雑誌を中心

に提供します。お一人につき 

5 冊程度。（袋をご持参くださ

い） 

 

 

わたしの推し本  

10/21（木）～11/16(火)まで 

あなたの推し本教えてください！ 

テーブルにある台紙に、あなたがぜひ読んで！と

「推す本」を紹介しよう。本のタイトルとお名前

（ペンネームでもＯＫ）もいっしょに書いてくだ

さいね。 



                                                  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自分とは「異なる存在」に対して、人はどのよ

うに振る舞うのか？ 

耳の聞こえる両親の下に生まれた耳の聞こえ

ない父親と、耳の聞こえない両親の下に生まれ

た耳の聞こえない母親、そして、その二人の間

に生まれた耳の聞こえるこども。彼らの日々の

生活を通して、異なる者同士のこころの交わり

について、そして「コトバ」とは何かについて考

えさせられる一冊。 

書名 ：『異なり記念日』 

著者 ： 齋藤 陽道 

資料コード ：0810368462 

書名 ：『おおきな おおきな おいも』 

著者 ：赤羽末吉 

資料コード ： 0820273125 

 秋の味覚といえば？と聞かれ、まっ先にあげ

るのはもちろん「おいも」！ 

焼いもに大学芋、おいものてんぷらに、沖縄

ならば紅イモのパイ！どんな料理にしてもきち

んとおいしい。まさに秋の味覚の代表格！ 

そんなおいもをおなかいっぱい、いろんな料

理にしてたくさん食べたい！という楽しさを

感じさせてくれるのがこの絵本。シンプルな絵

にオノマトペの楽しさ。文章の間も絶妙で、こ

の時期の読み聞かせにピッタリですよ！ 

 

 

 

繁多川図書館職員オススメの本を紹介いたします 

本は図書館のカウンター横に展示しています♪ 

ヨーロッパ最高峰と謳われるグラン

ド・ブダペスト・ホテルにて、“伝説

のコンシェルジュ”の異名をもつグス

タヴ。ある日、お得意様のマダムが殺

害され、その容疑者として彼が追われ

る羽目に！ 

映画全編に渡る独特なテンポ、ユーモ

ラスな逃走劇は日本の映画には珍し

い感覚。クラシカルなホテルの雰囲気

も堪能できる 1作です。 

タイトル 『グランド・ブダペスト・ 

ホテル』 

資料コード：0830035400 

時が移り、消えかかった智恵、引き継ぎ

たい文化――。 

著者本人の体験をもとに、かつて県立博

物館の館長を務めた学識を交えて面白く

仕上げられた33話です。 知られざる琉球

・沖縄の文化、歴史。知ってそうで知らない

沖縄の風土や文化や暮らしの今昔を、豊富

な知識とエピソードをまじえて「沖縄再発

見」の旅に誘います！ 

書名 ：『知っていますか？「近い昔」の

沖縄の話・33話』 

著者 ：大城将保 

資料コード ：0810435500 



  

 利用案内 
 
 

 

開 館 時 間 

月～木：午前９時 30 分～午後７時 

土・日：午前９時 30 分～午後６時  

 

 

休  館  日 

 

 

・金曜日（金曜日が祝日にあたるときは前日も休館） 

・館内整理日（毎月 第３水曜日） 

・慰霊の日（６月２３日） 

・祝日（11 月３日・文化の日は開館） 

・年末年始 

・特別整理期間（日程は別途お知らせします） 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

返

却 

どちらの那覇市立図書館でも可能です 

休館日はブックポストをご利用下さい 

ＣＤ・ＤＶＤは破損の恐れがあるため、直接カウンターへお返しください 

ブックポストは各図書館入口の他、那覇市人材育成支援センターまーいまーいNaha、那覇市役所、

市民協働プラザ・真和志支所・首里支所にもございます。 

貸

出 

貸出できる資料 貸出点数 貸出期間 予約件数 

本・雑誌・紙芝居 

 

２週間で読めるだけ（まん

がセットは２点まで） ２週間 
全資料合わせて 30 点

（30 点のうちＡＶと

まんがセットはそれぞ

れ２点まで） ＡＶ（ＣＤ・ＤＶＤ） 全館合わせて２点 １週間 

インターネット利用 利用は｢インターネット端末｣･｢館内ＡＶ｣利用要領に基づきます 

ＣＤ・ＤＶＤ館内利用 

※駐車場がございません。 公共の交通機関をご利用ください。 

※バス案内 停留所名…「繁多川」 系統番号･･･  ５番 識名牧志線 

･･･ １４番 牧志開南循環線 

 

111111 月月月   

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     

 

 

 

★ ぴよぴよおはなし会 (乳幼児対象）: 毎週水曜日(第 3 水曜日はのぞく)  

◆ 定例おはなし会 : 毎月第２・４土曜日： 

※ 新型コロナウイルス感染拡大の状況により、臨時休館する場合があります。 

※ おはなし会はコロナウイルス感染拡大の状況により中止となる場合があります。 

111222 月月月   

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  

 

 

 

は休館日です 

 

 


