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ぴよぴよおはなし会 

日時：12 月 1 日・8 日・22 日(水) 

午前 11 時～１１時３０分 

場所：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：1２月１１日（土） 

午前 11 時～１１時３０分 

場所：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 

★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★ 

 

 

今 月 の 

 展 示 テ ー マ 

 ＜メイン＞  

･読んで旅気分  
～旅行・移住エッセイ～  

 

 ＜読み聞かせ＞  

Happy Merry X’mas! 
～ハッピーメリークリスマス！～  

  
☆資料展示☆ 

  ☆クリスマスおはなし会☆ 

今年もやります！ 

クリスマスおはなし会！ 

プレゼントもあります！ 

特別ゲストも参加予定！ 

ぜひみんな来てね！ 

 12 月 25 日(土) 

 午前 11 時 00 分～11 時 30 分 

 繁多川図書館 2 階研修室 

 

ステイホームな生活で、読書に親しむ時間が増えたこの 1 年。 

みなさんの推しの一冊は見つかりましたか？ 

今年も 1 年間「繁多川ダイアリー」を読んでいただきありがとうございました。 

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


                                                

  
 

 

 

  

                           

 

  

資      料      名 著  者  名 出  版  者 

 ぽかぽかおふろ おふろ ひえてます とよた かずひこ∥作・絵  

 どろんこ おばけに なりたいな 内田麟太郎∥作 石井聖岳∥絵 童 心 社 

▲ 角野栄子のアコちゃん絵本 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 

▲ ナイアル 藤井カゼッタ+シズカ∥作・絵 館 

▲ ほらふきカールおじさん トルコへいく 斉藤洋∥文 高畠純∥絵 講 談 社 

▲ もっかい！ エミリー・グラベット∥作 フレーベル館 

▲ わんぱくだんのりゅうぐうじょう ゆきのゆみこ 上野与志∥作 末崎茂樹∥絵  

 オカルト探偵ヨシダの実話怪談 ① 吉田悠軌∥作 岩 崎 書 店 

 保存版 防災ハンドメイド 100均グッズで作れちゃう！ 辻 直美∥著  

 小学生の英語のギモン相談室 NHK「基礎英語０」制作班∥編 出 版 

 妖怪一家九十九さん 妖怪一家の時間旅行 富安陽子∥作 理 論 社 

 自分のミライの見つけ方 児美川孝一郎∥著 旬 報 社 

 午前 3時に電話して 小手鞠るい∥著 講 談 社 

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

HANAEMI H Y ∥ 演 奏 0830051147 

園の先生たちが選ぶ人気の手あそび&あそびうた 出 口 た か し ∥ 監 修 0830051120 

笑顔で会える日のために 辻 井 伸 行 ∥ ピ ア ノ 0830051198 

★みんなだいすき グーフィー！  0830051210 

★ホテルハイビスカス 中 江 裕 司 ∥ 監 督 0830050965 

★劇場版 おいしい給食 ファイナル・バトル 市 原 隼 人 ∥ 主 演 0830051015 

●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  

情情報報倫倫理理  良良 いい デデ ジジ タタ ルル 化化   悪悪 いい デデ ジジ タタ ルル 化化  野野 口口   悠悠 紀紀 雄雄  日日本本経経済済新新聞聞出出版版  

情情報報産産業業  ボボイイスステテッックク革革命命   GGAAFFAA もも狙狙うう新新市市場場争争奪奪戦戦  緒緒 方方   憲憲 太太 郎郎  日日本本経経済済新新聞聞出出版版  

心心霊霊研研究究  死死   るる   旅旅  松松 原原   タタ ニニ シシ  二二 見見 書書 房房  

家家 相相  とと にに かか くく 「「 運運 のの いい いい 家家 」」 にに 住住 みみ たた いい ！！   野野村村  弘弘味味//監監修修  扶扶 桑桑 社社  

北北 極極  北北 極極 探探 検検 隊隊 のの 謎謎 をを 追追 っっ てて  ベベアア・・ウウーーススママ  青青 土土 社社  

政政治治家家  なな ぜぜ 君君 はは 総総 理理 大大 臣臣 にに なな れれ なな いい のの かか  大大島島新新＋＋『『ななぜぜ君君』』制制作作班班  日日 本本 評評 論論 社社  

思思考考法法  ググロローービビスス流流  ああのの人人、、頭頭ががいいいい！！とと思思わわれれるる「「考考ええ方方」」ののココツツ 3333  ググ ロロ ーー ビビ スス  ダダイイヤヤモモンンドド社社  

計計 算算  計計 算算 すす るる 生生 命命  森森 田田   真真 生生  新新 潮潮 社社  

生生物物誌誌  生生 命命 海海 流流   GG AA LL AA PP AA GG OO SS  福福 岡岡   伸伸 一一  朝朝 日日 出出 版版 社社  

家家 事事  家家 事事 のの しし くく みみ をを 、、 整整 ええ るる  森森   水水 穂穂 //編編  主主婦婦とと生生活活社社  

家家政政学学  重重 ねね るる 時時 間間  辺辺 見見   ええ みみ りり  大大 和和 書書 房房  

料料 理理  ひひ とと りり をを 愉愉 しし むむ 食食 事事  有有 元元   葉葉 子子  文文 化化 出出 版版 局局  

庭庭 木木  ポポ ーー ルル ・・ スス ミミ ザザ ーー のの 「「 ここ れれ かか らら のの 庭庭 」」   ポポーールル・・ススミミザザーー  主主 婦婦 のの 友友 社社  

動動物物愛愛護護法法  動動 物物 はは 「「 物物 」」 でで はは ああ りり まま せせ んん ！！    杉杉 本本   彩彩  法法 律律 文文 化化 社社  

猫猫  猫猫 にに いい いい ここ とと 大大 全全  茂茂木木千千恵恵、、荒荒川川真真希希//監監修修  主主 婦婦 のの 友友 社社  

写写 生生  超超写写実実のの人人物物画画   ホホキキ美美術術館館ココレレククシショョンン   芸芸術術新新聞聞社社 //編編  芸芸 術術 新新 聞聞 社社  

ホホララーー映映画画  11 日日 11 本本 、、 33 66 55 日日 毎毎 日日 ホホ ララ ーー 映映 画画  ブブラライイアアンン・・WW・・ココリリンンズズ  竹竹 書書 房房  

言言語語学学エエッッセセイイ  フフ ィィ ーー ルル ドド 言言 語語 学学 者者 、、 巣巣 ごご もも るる 。。  吉吉 岡岡   乾乾  創創 元元 社社  

小小 説説  ママ ルル チチ のの 子子  西西 尾尾   潤潤  徳徳 間間 書書 店店  

小小 説説  男男のの子子ににななりりたたかかっったた女女のの子子ににななりりたたかかっったた女女のの子子   松松 田田   青青 子子  中中央央公公論論新新社社  

SSFF小小説説  ここ うう しし てて ああ なな たた たた ちち はは 時時 間間 戦戦 争争 にに 負負 けけ るる  
アアママルル・・エエルル＝＝モモフフタターールル  

＆＆ママッッククスス・・ググララッッドドスストトーーンン  
早早 川川 書書 房房  

★ 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。 



                         

                          

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆日 時：１２月２５日（土） 

午前１１時００分～１１時３０分 

☆場 所：繁多川図書館 

☆内 容：楽しいおはなしや絵本のよみきかせ 

☆無 料・申込不要 

うきうき、わくわく！大人も子どもも盛り上がるクリスマスです♪♪ 

今年も楽しいこといっぱいのおはなし会を開催します！ 

※クリスマスおはなし会は、新型コロナウイルス感染拡大状況により、 

中止となる場合があります。 
 

かわいいおみやげも 

ありますよ～ 

 

読書週間特別企画 

まんちゃーまんちゃーおはなし会 

「語てぃ いちゃびらな しまくとぅば」

開催しました！ 

読書週間特別企画、文化の日恒例「まんちゃーまんちゃーおはなし会」を今年も開催することができました。ご参加

くださったみなさん、本当にありがとうございました。来年こそはなんにも気にすることなくやれたらいいな～♪ 

本番直前まで練習練習！ 
思った以上の人出に緊張… 

三線の生演奏に… 

しまくとぅばの紙芝居 

しまくとぅばのゆかいな 

ペープサート 



                                                  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～～ 本のある風景 ～～  〔NO.80〕 

『こたつうし』 

かわまた ねね／作 長谷川義史／絵 ワンダークリエイト 

 

 

 

 

 

＜かわまたねね プロフィール ＞ 

1996年栃木県生まれ。日本映画大学で映像を学んだあと、

絵本製作に転向。2017 年絵本製作を開始し、現在きむら

ゆういち氏主宰「ゆうゆう絵本講座」受講生。 

＜長谷川義史 プロフィール＞ 

1961 年大阪府生まれ。グラフィックデザイナー、イラス

トレーターを経て絵本作家デビュー。 

（奥付より抜粋） 

子どもたちとおはなし会を楽しむ図書館員にとって、年の始めの 1日は干支にちなんだ

絵本が読みたくなります。 

 2021年 1月の新着コーナーで満面の笑み（？）を浮かべる今年の干支の顔“牛”の表

紙に目が留まりました。 

 絵本の名前は『こたつうし』。表紙のそのうしはこたつから顔を出していて、しかも背中

のこたつ版には「どうぞ召し上がれ」とばかりにお茶とみかんまでが置いてあります。表

紙の絵から物語の内容が読みとれます。 

 「そうか、こたつ好きなうしさんの話なんだ。うし年の今年にピッタリの本かも」 

 私の推測がみごと的中しました。 

 1ページ読んでみましょう。 

「わたしは こたつうしです。さむくてこたつから でなくなったら このような すがたに 

なりました。こたつとうしで こたつうしです」 

 こたつが好きすぎて、こたつに入ってばかりいたのでうしのおかあさんはとうとう“こ

たつうし”になってしまったのです。家の中でも、外でも、どこへでもこたつにくっつい

たおかあさんうしは、とても嬉しそうです。子どもの牛たちも、おかあさんにつられて、

次、次とこたつに入ってきて、こたつはギュウギュウ。 

 最後のページは“こたつうし”のおかあさんと、子ども達が暖かいこたつで何とも幸せ

そうな寝顔を見せています。 

 コロナ禍の今年、とうとう『こたつうし』を子ども達との「おはなし会」で読むことはか

ないませんでした。おしあいへしあいギュウギュウづめで楽しむ「おはなし会」が一日も

早い開催になることを願っている図書館員です。 

【平良京子／沖縄県子どもの本研究会 会長  】 

 

『こたうつし』 

 



  

繁多川図書館 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 

 

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  

 

 

 ★ 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。 

222000222２２２年年年   111 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 

 

 


