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読書週間 

ウォルトディズニー生誕 120周年記念特集 

アニメーションの世界 
 

携帯からは 

QRコードを 

ご利用ください 

展示期間：10月 21日(木)～11月 11日(木) 

 
首里図書館では、アニメーターとして活躍したウォルトディズニーの 

「ディズニーアニメーション」から、日本を代表する文化の一つとなっている 

「日本のアニメーション」などをご紹介します！ 

 

期間中、「守礼くん」のぬりえや、

職員手作りしおりの配布もあり

ます。かわいいペーパークイリ

ングのクリップもプレゼントし

ますのでお楽しみに～！ 



こんげつの 

クルエラ、フック船長
せんちょう

、 

スカー、ジャファー、 

マレフィセント！本当
ほんとう

は 

誰
だれ

よりもこわくてざんこく 

なはずなのに、いつも悪
わる

だくみは失敗
しっぱい

しちゃう

ディズニーのわるものたち。そのわるものたち

の、ざんねんなものがたりを１０話あつめまし

た。やっぱり悪いことはできないね！ 

※読書週間特別展示 

      

 

 

 

 

分類 書名 著者名 出版社 

049 3・4・5 歳のこどもの「なんで？」早引き事典Ｌｉｇｈｔ 主婦の友社∥編者 主婦の友社 

210.77 令和を生きる  半藤 一利∥著 池上 彰∥著 幻冬舎 

448.9 方向音痴って、なおるんですか? 吉玉 サキ∥著 交通新聞社 

498.14 言語聴覚士になろう! みやの ひろ∥著 青弓社 

592.7 なんでも自分で修理する本 片桐 雅量∥著 宝島社 

596. ワタナベマキの 10の定番弁当 ワタナベ マキ∥著 扶桑社 

721.2 鳥獣戯画のすべて 上野 憲示∥監修 宝島社 

786.3 家キャンプはじめました。 尚桜子∥著 エイアンドエフ 

837.5 英語の読み方  北村 一真∥著 中央公論新社 

913.6 華の譜  梓澤 要∥著 新潮社 

913.6 片見里荒川コネクション 小野寺 史宜∥著 幻冬舎 

913.6 われらの世紀  真藤 順丈∥著 光文社 

913.68 ポストコロナの SF 日本 SF 作家クラブ∥編 早川書房 

933.7 キャクストン私設図書館 ジョン コナリー∥著 東京創元社 

他にもたくさんあります！ 

 

                                  

 

 

 

 

   『ディズニーわるものたちの 

ひみつのおはなし 10話』 
             講談社／編 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

しゅるい だいめい かいたひと 

えほん はたらくタオル にしざわ ゆかり/さく 

えほん おいし～い いしづ ちひろ/さく 

えほん しげちゃんのはつこい 室井 滋/作 

えほん ねずみくんのピッピッピクニック なかえ よしを/作 

えほん にげろ!どろねこちゃん 竹下 文子/文 

えほん オサム 谷川 俊太郎/文 

よみもの クルミ先生とまちがえたくないわたし 令丈 ヒロ子/作 

よみもの 科学のふしぎ 366 左巻 健男∥編著 

よみもの こどもジェンダー シオリーヌ/著 

よみもの これが鳥獣戯画でござる 結城 昌子∥構成 文 

ＹＡ 人類滅亡フラグがたちました! 令丈 ヒロ子/著 

ＹＡ 5分後に意外な結末 Q 桃戸 ハル/著 

新着図書のご紹介 

児童書

じ ど う し ょ

 ＆ Ｙ Ａ

ﾔﾝｸﾞｱﾀﾞﾙﾄ

 
幼児～高校生まで 



実は簡単！おいしい！「かたまり肉レシピ」 

ビギナーには、ちょっぴりハードルが高く感じる塊肉ですが、薄

切り肉より肉の味が楽しめて、意外に経済的な一面も。 

まとめて下処理すれば、保存が利いていて手早くおがずに展開で

きるのでらくらく＆少人数のごはんにこそおすすめです！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 書   名 著者名等 出版者 

1 島のことだま 森口豁 八重山セレクション 森口  豁∥著 南山舎 

2 
ひめゆりたちの春秋  
沖縄女師・一高女の「寄宿舎」 

仲程  昌徳∥著 ボーダーインク 

3 平敷屋朝敏  歴史に消された真実の行方 比嘉  加津夫∥著 脈発行所 

4 どぅなんむぬい辞典 与那国方言辞典編集委員会∥ 編集 与那国町教育委員会 

新しく入った郷土関係の本(新着) 

 

 

（各内容は、各雑誌・ＨＰより抜粋） 

雑誌の館内最新号は貸出・コピーができません。館内閲覧のみとなります。 

次の号が入り次第、貸出可能となります。 

きょうの料理ビギナーズ 11 月号 

すてきにハンドメイド 

11 月

趣味の園芸 11 月号 

「編みたいニット きっと見つかる！」 

・着ても巻いても！ドライブ編みのふんわりストール 

・えりぐりから編む！アラン模様のはおりもの 

・サイドリボンがかわいい！かぎ針編みのベスト 

・つま先から編む！フェアアイル柄のソックス 他 

 

大特集「果樹を植える、日常が変わる」 
庭に果物のなる木があるだけで、毎日が変わります。収穫の楽し

みはもちろん、四季を通して花や葉を愛でたり、食べた後のタネ

をまいたり。そう、今月はそんな生活を始めたくなる果樹特集で

す。 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                 

                                                   

 

 

 

 

                             

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開館時間 

月･水･木 9：30～17：00 

火曜日 10：30～19：00 

土曜日   9：30～18：00 

休館日 

金曜日・日曜日（祝日の場合は前日も） 

年末年始・国民の休日・慰霊の日 

館内整理日（毎月第 3 水曜日） 

特別整理期間（年間 15 日以内） 

貸出冊数 

貸出期限内で読むことのできる冊数 

※ＣＤ・ＤＶＤは 2 点まで 

※長期延滞（1 ヶ月以上）がある場合は、

返してから借りてください。 

貸出期間 
本・雑誌は 2 週間 

ＣＤ・ＤＶＤは 1 週間 

ネット利用 中学生以上 １人 30 分 

予約件数 
合わせて 30 点まで 

※CD・DVD は２点まで 

※首里公民館は新型コロナウイルスワクチン集団接種会場 

 となっております。ワクチン接種時間帯の駐車場利用はご遠慮ください。 

11 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     

 

図書館利用案内 

11 月 13日 おはなし会 

11 月 20日 おはなし会（首里子どもの本を楽しむ会） 

 

 ブックポストについて 

 

第２・３土曜日 

場所：２階視聴覚室 

先着５組まで 

 

12 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  

 ※3 日(水)文化の日は 9:30～17:00 開館しています。 

                                   

 

 図書館が閉まっている時は、外

階段２階の図書館入口横か、公民

館のピロティー側玄関横のブック

ポストをご利用ください。 

 返却は、那覇市立のどの図書館

でも可能です。また、首里支所、

真和志支所、なは市民協働プラザ、

市役所本庁舎に設置されているブ

ックポストもご利用できます。（回

収には数日かかることもありま

す） 

※CD・DVD は壊れやすいので、

カウンターにお返しください。 

は休館日です。 
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