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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
年末休

休館日：月曜日・祝日
館内整理日
年始休
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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。

年末年始の休館のお知らせ

年末年始のため、以下の期間は休館となります。

12/29（水）～1/4（火）

今年も中央図書館をご利用いただき、
ありがとうございました。

まだやってます！

・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。

10月27日（水）～12月14日（火）
※なくなり次第終了

※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。

なお、12/28（火）の開館時間は

9：30～17：00
となります。来館される際はお気をつけ下さい。

http://1.bp.blogspot.com/-5a-jqE_lSP4/U00KOPxFk1I/AAAAAAAAfQ4/RuYXLEUCsOs/s800/pop_chuui.png


早いもので師走に入り、今年もわずかとなりました。
大掃除やお部屋の片付けをして、気持ちもリセットし
スッキリしたいですね！

今月は、年末年始を気持ちよく迎えられるような
お助け本をいろいろとご紹介します。

お部屋も、心も体もリフレッシュして、
新たな良い年を迎えましょう！

おたのしみ袋のご報告★

オンライン読み聞かせのご報告★

10/27（水）～11/16（火）まで、

読書週間の企画として中央図書館で

おたのしみ袋の貸出を行い、

計86セット貸出されました！

たくさんのご利用ありがとうございました。

10/27（水）～11/30（火）の間、

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した。

ご好評を頂きありがとうございました。

今月はデイジー図書を紹介しています

デイジー図書ってなあに？

視力低下や上肢のケガなど、さまざまな理由で

本を読むことが難しい方へ読書を支援する、CD

形式の録音図書です。デイジー図書には２種類あ

ります。

☆音声デイジーは 音声だけで聴く図書です。

☆マルチメディアデイジー は 絵と音声で本の
内容が表示されます。

一般の方でも視聴可能なデイジー図書もあります。

パソコンで視聴できますので、ご利用を希望される

方はカウンターまでお問合せください。

http://2.bp.blogspot.com/-MpUo_1zq0sM/U-8HBZgY2gI/AAAAAAAAk98/c23p4UXJhZo/s800/book_zabuton.png


だいめい かいたひと だいめい かいたひと

おにのこにこちゃん
かーしーて！ぷんすかぷん！

原あいみ/絵

ケロポンズ/文
イチからつくる　えんぴつ

杉本龍一/編･河
本徹朗/絵

ぴぽん 内田麟太郎/作
仰天！感動！サッカー
ヒーロー超百科　日本編

これマジひみつ
の超百科

動物の生態がわかる写真絵本

がぶがぶサメ
ナショナルジオ

グラフィック編

こんなにおもしろい
日本の神話①

渡邊卓/著

モンスターだって、おか
たづけする！

ｼﾞｪｼｶ･ﾏﾙﾃｨﾈﾛ/

文・ｸﾞﾚｺﾞﾜｰﾙ･ﾏ

ﾋﾞｰﾙ/絵

シンデレラ階段は知って
いる

藤本ひとみ/原
作

いっしょにおいわいクリ
スマス

ｸﾘｽﾃｨｰﾅ･ﾊﾞﾄﾗｰ/

文・ﾃｨﾅ･ﾏｸﾉｰﾄﾝ/

画

社会福祉士・精神保健福祉
士になるには

田中英樹･菱沼
幹男/編著

講談えほん　雷電為右衛門
-雷電の初土俵-

神田伯山/監修 食べ物から学ぶ世界史 平賀緑/著

か

み

し

ば

い
がんばれサンタさん

あかいしゆみ/
作

ラストで君は「まさか！」
と言う　素敵なカン違い

PHP研究所

新・情報化社会の大研究
①メディアの情報化

藤川大祐/監修
スガリさんの感想文は絶え
間ない嵐の中　幽霊塔編

平田駒/著

幕末・維新人物伝
横井小楠

加来耕三/監修 海を見た日 M･G･ﾍﾈｼｰ/作

きみはどう考える？
人権ってなんだろう

喜多明人/監修
新説　狼と香辛料

狼と羊皮紙Ⅵ
支倉凍砂/著

よくわかるVR　何ができ
る？社会はどう変わる？

館暲/監修
ソードアート･オンラインプ
ログレッシブ⑧

川原礫/著
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出版者

集広舎

琉球新報社

新星出版

竹書房

不二出版

清水書院

沖縄タイムス社

琉球新報社

資料名 著者名

よくわかる栄養学
小林 実夏∥総監修・著
阿部 惠理∥著

資料名 著者名 まいにちタマゴ 専門家が教える最高の食べ方 タマゴ科学研究会∥著

ふだん使いのGRAPHIC RECORDING 吉田 瑞紀∥著 人類がもっと遠い宇宙へ行くためのロケット入門 小泉 宏之∥著

イデオロギーと図書館
マイケル　K.バックランド
∥著 手ぬぐいで作る毎日使える手ぬいの布こもの 高橋 恵美子∥著

わたしの心が傷つかないように ソルレダ∥著
刺しゅう糸で編む日本の妖怪図鑑
かわいいかぎ針編み

アップルミンツ∥発行

新世界海賊の作法 山田 吉彦∥監修
志麻さんのベストおかず
プレミアムなほぼ100円おかず編

タサン志麻∥著

恋する日本史
『日本歴史』
編集委員会∥編 糖質オフの幸せスイーツ　砂糖ゼロでもおいしい！ 安田　洋子∥著

日本の装束解剖図鑑 八條 忠基∥著 片づけを楽しむ、好きになる。
清水 幸子 ∥著
清水 麻帆∥著

教養としての地理 山岡 信幸∥著
チャット&メールの「ムダミス」がなくなる
ストレスフリー文章術

山口 拓朗∥著

悲劇の世界遺産
ダークツーリズムから見た世界

井出 明∥著 そして、すべては迷宮へ 中野 京子∥著

リスク大全
予測不可能な時代に先手を打つ

深津 嘉成∥著 クラシック作曲家列伝
やまみち ゆか∥絵・文
飯尾 洋一∥監修

日本の分断
私たちの民主主義の未来について

三浦 瑠麗∥著
イラストでわかる体幹バランストレーニング
最高の体を手に入れる!

木場 克己∥著

伝説の経営者たちの成功と失敗から学ぶ

経営者図鑑
鈴木 博毅∥著 ついスマホに頼ってしまう人のための日本語入門

堀田 あけみ∥著
村井 宏栄∥著

まんがでわかる社会心理学 北村 英哉∥監修 ポジティブことば選び辞典 学研プラス∥発行

『聞き上手さん』の「しんどい」がなくなる本 大野 萌子∥著 「育ちのいい人」が使っている添えるだけの1行文 井垣 利英∥著

「こだわりさん」が強みを活かして働けるようになる本 銀河∥著
英語が話せる人はやっている
魔法のイングリッシュルーティン

Miracle Vell Magic∥著

仕事に行ってきます 10
埼玉福祉会出版部
//発行 氷柱の声 くどう れいん∥著

見えない妊娠クライシス 佐藤 拓代∥編著 パンダより恋が苦手な私たち 瀬那 和章∥著

江戸の怪談
にほんの歴史★楽会
∥編 骨を追え 堂場 瞬一∥著

ニセ科学の栄光と挫折 齋藤 勝裕∥著 晩秋の音 : 森岡邦彦短編集 森岡邦彦∥著

生きている化石図鑑 土屋 健∥著 屋根裏のチェリー 吉田 篤弘∥著

免疫入門最強の基礎知識 遠山 祐司∥著 歴史探偵忘れ残りの記 半藤 一利∥著

朝までぐっすり!夜中のトイレに起きない方法 平澤 精一∥著
エラリー・クイーン創作の秘密
往復書簡1947-1950年

ジョゼフ　グッドリッチ∥編

大人女子のゆるっと漢方生活
櫻井 大典∥監修
主婦の友社∥編 飢渇の人 エドワード・ケアリー短篇集 エドワード　ケアリー∥著

鼻専門医が教える「熟睡」を手にする最高の方法 黄川田 徹∥著

体が生まれ変わる!階段筋トレ 松尾 タカシ∥監修

いやし図鑑 おつかれ女子の不調を改善する 信田 広晶∥著

「やらなきゃいけないのになんにも終わらなかった
…」がなくなる本

菅原 洋平∥著

資料名 著者名

日本あっちこっち

死闘伊江島戦 前編・後編

加藤 一誠・河原 典史∥監修・執筆

しんざと けんしん∥著

石田 慶子∥著

伊藤半次の絵手紙 伊藤 博文∥編著

琉球奇譚 イチジャマの飛び交う家 小原 猛∥著

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓↓　　　下の4冊は館内閲覧のみ（貸出不可）の新刊　　↓↓

日本近代史のなかの沖縄 我部 政男∥著

特別報道写真集 東京オリンピック2020 沖縄特別版 琉球新報社∥編

響きあう島々 世界遺産奄美大島徳之島沖縄島北部及び西表島写真集 沖縄タイムス社・南海日日新聞社・八重山毎日新聞社∥編

青き踏む 沖縄初の句文集


