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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・祝日
館内整理日
年始休

休館日：月曜日・祝日
館内整理日
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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。

旧年中は、中央図書館をご利用い
ただきありがとうございました。

本年もどうぞよろしくお願い申し
上げます。

本・雑誌

リサイクル提供会のご報告

10/27（水）～12/14（火）の間、
中央図書館ロビーで本・雑誌のリサイ
クル提供を行いました。
たくさんのご利用ありがとうございま
した。

https://4.bp.blogspot.com/-ZMzPgyP64Zg/WFuJyby0eDI/AAAAAAABAmk/I_UtFowN0ecaQiqgYGpTsKGTqFzMLESdwCLcB/s800/nenga_hanko_kingashinnen_maru.png


LLブック：写真や絵、分かりやすい文章、ピクトグラムを用いて書かれた本

点 字：点字に翻訳（点訳）された本

大活字本：内容はそのままで、文字の大きさや行間を大きくした本

デイジー図書：活字図書の利用が困難な方のために作られたCD形態の録音図書

※デイジー図書はどなたでも借りられるものと本を読むことが難しい方にしか貸出できないものがあります。

朗読CD：ナレーターが物語を朗読し録音されたCD

2019年に「読書バリアフリー法」が施行され、障がいの有無に関わらず全ての人
が読書を通じて文字・活字の情報を得られるよう、環境改善が進められています。
今月は読書に不便を感じている方へ向けて作られた資料を特集します。

～女性が活躍できる
社会や職場づくりを～

女性が生きやすく輝
ける社会とはどんな社
会でしょうか？
女性が働くというこ
とや、社会的に活躍し
た女性たちという視点
から、今月のミニ特集
で様々な本を紹介しま
す。
働きにくさ、生きづ
らさを解消するヒント
になる一冊を見つけ
てみてください。

展示コーナーにてぜひご覧ください

誰にでも、読書を楽しめる環境を！

職場体験のご報告

12月7・8日に多良間中学校
生徒の職場体験がありました。
体験後の感想です。

最初来たときは、とても緊張しました。

仕事は難しい事もあったけど、サポー
トしてもらいながら取り組むことができ
ました。

図書館の仕事をくわしく知る事ができ
たのでとてもいい体験でした。2日間
ありがとうございました。 （ I さん）
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だいめい かいたひと だいめい かいたひと

どうぶつさんとあっぷっぷ さとうゆか こども読解力 斉藤孝/著

おやつ
石津ちひろ/文･

石黒亜矢子/絵

かなしきデブ猫ちゃん
マルの秘密の泉

早見和真/文･か

のうかりん/絵

うみのパイロットさん
トラポじまのなかまたち

うみのみりょく

でんどうし/作
謎解きホームルーム②

日本児童文芸家
協会/編

ばけばけばけばけばけた
くん　かくれんぼの巻

岩田明子/文･絵
動物病院のマリー④　動物
サーカスがやってきた！

タチアナ･ゲス
ラー/著

空を飛んだイルカ
兄弟イルカの冒険

座間味靖/文･

運天肇/絵

SDGｓ時代の国際協力　ア
ジアで共に学校をつくる

西村幹子･小野道

子･井上儀子/著

あそんでおぼえる　おで
かけマナー　週末編

JTBパブリッシ
ング

先生、ウンチとれました 牛田一成/著

講談えほん　大岡越前
-しばられ地蔵-

神田松之丞/監
修

アプリケーションエンジ
ニアになるには

小杉眞紀･吉田真

奈･山田幸彦/著

ビアトリクス・ポターの
物語

リンゼイ･H･メト

カーフ/文･ジュン

イ･ウー/絵

スガリさんの感想文は絶
え間ない嵐の中⑤

平田駒/著

世界のすごい動物伝記
ベン･ラーウィル

/文･サラ･ウォル

シュ/絵
ハルカと月の王子さま

鈴木おさむ/作･

伊豆見香苗/絵

ざんこく探偵の生きもの
事件簿

一日一種/絵 バカとテストと召喚獣② 井上堅二/著

Mr.マリックの超魔術入門
超百科

これマジひみつ
の超百科

りゅうおうのおしごと！⑭ 白鳥士郎/著
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出版者

東洋易学学会沖縄本部

新星出版

トゥーヴァージンズ

白泉社

朝日新聞出版

燦葉出版社

南方新社

勉誠出版

資料名 著者名

かぎ針で編むグラニースクエアのバッグと雑貨 アップルミンツ∥発行

資料名 著者名 簡単にはじめる手作り燻製 燻製道士∥著

ベストセラーに学ぶ最強の教養 佐藤 優∥著 食堂あさごはんのレシピ 夜も食べたい。 中井 エリカ∥著

月に3冊、読んでみる? 酒井 順子∥著 男も育休って、あり? 羽田 共一∥著

小さな声、光る棚 新刊書店Titleの日常 辻山 良雄∥著 観葉植物図鑑 いま人気のインテリアグリーン 渡辺 均∥監修

ブックセラーズ・ダイアリー ショーン　バイセル∥著 野菜がおいしくなるクイズ 緒方 湊∥著

わたしたちはなぜ笑うのか 笑いの哲学史 中山 元∥著 猫が30歳まで生きる日 宮崎 徹∥著

アンガーマネジメント見るだけノート 安藤 俊介∥監修 366日絵のなかの部屋をめぐる旅 海野 弘∥解説・監修

57人のおひめさま一問一答カウンセリング 秋 カヲリ∥文 万年筆画の教科書 スケッチから作品まで 古山 浩一∥著

神社語辞典
本村 のり子∥著
小野 善一郎∥監修 絵がふつうに上手くなる本 よー清水∥著

女たちの壬申の乱 水谷 千秋∥著 かこさとしと紙芝居 創作の原点
かこ さとし∥著
鈴木 万里∥著

インパールの戦い ほんとうに「愚戦」だったのか 笠井 亮平∥著 世界ピクト図鑑 児山 啓一∥著

逆説の日本史 26 井沢 元彦∥著 いつも心にタカラヅカ!!
読んで楽しむ宝塚歌劇演目ガイド123選

牧 彩子∥著

世界大富豪列伝 20-21世紀篇 福田 和也∥著 一生使えるポジティブ言い換え言葉 えらせん∥著

モブなのにすごいことしちゃった!
日本史の偉人たち

大澤 研一∥監修
笠井 木々路∥編・文 日本の風景が織りなす美しい季節のことば365

パイインターナショナル
∥編著

ビジネスマナーの解剖図鑑 北條 久美子∥著 朝起きてから夜寝るまでの日常生活英会話
長尾 和夫∥著
アンディ　バーガー∥著

為替のしくみがこれ1冊でしっかりわかる教科書 尾河 眞樹∥監修
書く習慣
自分と人生が変わるいちばん大切な文章力

いしかわ ゆき∥著

出世しなくても、幸せに働けます。 中村 龍太∥著 夏目漱石大活字本シリーズ 2
夏目 漱石∥著
三和書籍∥編

おひとりさまの終活 神田 紀久男∥著 春くれなゐに 思ひ出和菓子店を訪ねて 大平 しおり∥著

子育ての「呪い」が解ける魔法の言葉 浅野 みや∥著 たまごの旅人 近藤 史恵∥著

文系のためのめっちゃやさしい化学 中村 栄一∥監修 星のように離れて雨のように散った 島本 理生∥著

図説100のトピックでたどる
月と人の歴史と物語

デイヴィッド
ウォームフラッシュ∥
著

逆玉に明日はない 楡 周平∥著

脳医学の先生、頭がよくなる科学的な方法
を教えて下さい

瀧 靖之∥著 推理大戦 似鳥 鶏∥著

図解身近にあふれる「感染症」が3時間でわかる本
左巻 健男∥編著
桝本 輝樹∥編著 うそをつく子 助けを求められなかった少女の物語 トリイ　ヘイデン∥著

リモート疲れとストレスを癒す「休む技術」 西多 昌規∥著

サラダのアイデア帖 驚くほどシンプルでおいしくなる 小竹 貴子∥著

こびとの世界 Mozuミニチュア作品集 Mozu∥著

私がお金で困らないためには今から何をすればい
いですか?

井戸 美枝∥著

沖縄島料理

資料名 著者名

沖縄自然観望 坂下 光洋∥著

岡本 尚文∥監修・写真

沖縄琉球暦 令和四年・壬寅版 東洋易学学会総本部∥編纂

琉球のユウナ　7 響 ワタル∥著

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓↓　　　下の2冊は館内閲覧のみ（貸出不可）の新刊　　↓↓

亀岩奇談 又吉 栄喜∥著

首里城を解く －文化財継承のための礎を築く 高良 倉吉∥監修

りゅうちぇる∥著

奄美の自然入門 常田 守・外尾 誠∥著

こんな世の中で生きていくしかないなら


