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那覇市立中央図書館

開館時間
火～金曜日 9:30～17:00
土・日曜日 9:30～18:00

休館日：月曜日・祝日
館内整理日

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、休院する
場合がありますので、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。

中央図書館

【開館時間】

●発熱等、体調不良の方は来館をお控え下さい。

●来館・退館の際は手指消毒をお願いします。

●来館の際は、マスク着用をお願いします。

以上、皆様のご理解とご協力を
お願い申し上げます。

中央図書館の開館時間の変更について

日頃より、那覇市立図書館をご利用いただき感謝申し上げます。

令和4年1月12日（水）から、中央図書館の開館時間が変更
になっております。下記の内容をご確認のうえご来館ください。

火・水・木・金曜日：午前９：３０～午後５：００

土・日曜日：午前９：３０～午後６：００（通常どおり）

（期間：令和４年１月１２日（水）～令和４年３月末まで）

※休館日の変更はございません。
※感染状況によっては、対応を変更する場合がございます。最
新の情報につきましては、掲示案内や那覇市立図書館ホーム
ページ等でご確認くださいますよう、お願いいたします。



2月はバレンタインデーの月。
世の中は様々な愛にあふれています。
恋愛や家族愛、友情関係や動物愛など、寒い季節に心が
あたたまり幸せな気持ちになれるような本を集めてみま
した。
また、恋愛小説では、ドキドキしたり切なくなったり、
感動したり・・・と、様々な恋愛模様をお届けします。
いろんな愛のかたちを見つけるきっかけになるとうれし
いです。

図書除菌機を設置しています

♦ページ間の清掃
本の下から風をあて、間に挟まった
ホコリや毛髪などを除去します。

♦消臭
消臭剤を循環させ、煙草臭、ペット
のにおいなどをとります。

♦除菌
紫外線（短波長UV-C）を照射し、
除菌します。

中央図書館ではコピー機の
前に設置しています。
ぜひご利用ください。

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

Clover出版

ボーダーインク

１００シリーズ出版プロジェクト

沖縄タイムス社

KADOKAWA

光文社

東京大学出版会

樹林舎

資料名 著者名

暮らしのアイデアスイッチ
おどろくほど役立つ生活の知恵134

soeasy∥著

資料名 著者名 至福のチーズレシピ 若山 曜子∥著

WHY TIME FLIES
なぜ時間は飛ぶように過ぎるのか

アラン　バーディック∥著 世界のサンドイッチレシピ 島本 美由紀∥著

退屈の心理学 人生を好転させる退屈学 ジェームズ　ダンカート&
ジョン　D.イーストウッド∥著

心をととのえる水周りのインテリア
キッチン・洗面・バスルーム

加藤 登紀子∥著

罪悪感をなくして心のフットワークをよくする処方箋 大嶋 信頼∥著
50代60代の住みたい家、暮らしたい家
住み替え・暮らし変え30軒の物語

主婦と生活社∥出版

陰陽師の解剖図鑑
日本を裏で支えた異能の者たち

川合 章子∥著
すぐ寝る、よく寝る赤ちゃんの本
寝かしつけの100の“困った”をたちまち解決!

ねんねママ∥著

ミドルシニアのための<日本版>ライフシフト戦略
徳岡 晃一郎∥著
木村 勝∥著

LIFE GREEN SELECT TOUR
暮らしに寄り添うグリーンと出会おう

森田 紗都姫∥著

「日本人」が「仕事」で最高のパフォーマンスを発
揮する方法

サムの本解説ch∥著 ブーケの花図鑑 ジャルダンノスタルジック∥著

世界大富豪列伝 19-20世紀篇 福田 和也∥著 犬と人の絆 なぜ私たちは惹かれあうのか アレクサンドラ　ホロウィッツ∥著

いつか旅してみたいフランスの美しい村100
パイインターナショナル∥
編著 くらべてわかる文鳥の心、インコの気持ち 細川 博昭∥著

世界の戦略図鑑
 歴史を動かした最強の叡智がイラストでわかる!

佐藤 優∥監修 世界「失敗」製品図鑑
「攻めた失敗」20例でわかる成功への近道

荒木 博行∥著

いまどきの「ドイツ」と「日本」
 マライ　メントライン∥著
 池上 彰∥著
 増田 ユリヤ∥著

風景印百科 2021中国・四国・九州・沖縄編 日本郵趣出版∥出版

わたしの味方になる法律の話 マンガでわかる!
遠藤 研一郎∥著

東海道五拾三次 描かれた人々の「声」を聴く
藤澤 紫∥編著
NHK「浮世絵EDO LIFE」制作班
∥編著

地図とデータで見る人口の世界ハンドブック ジル　ピゾン∥著 震える絶景 一生に一度、目にしたい景色 アニー　グリフィス∥文

図解住宅ローンのしくみと新常識 菅原 隆行∥著 平成Jポップと令和歌謡 スージー鈴木∥著

松村式子育て仕掛学
子どもの行動が変わる!

松村 真宏∥著 バドミントン負けないこころのつくり方 高橋 礼華∥著

スイーツ歳時記&お菓子の記念日 吉田 菊次郎∥著 プロ野球ヒストリー大事典 長谷川 晶一∥著

文系のためのめっちゃやさしい天気 渡部 雅浩∥監修 日本語文章チェック事典 石黒 圭∥編著

恐竜学者は止まらない!
 読み解け、卵化石ミステリー

田中 康平∥著 スヌーピーで学ぶ心に響く英語表現105 小池 直己∥著・訳

不思議で怪しいきのこのはなし きのこ総合研究所∥監修 幻月と探偵 伊吹 亜門∥著

どっちがどっちまぎらわしい生きものたち 梁井 貴史∥著 山のふもとのブレイクタイム 高森 美由紀∥著

人生100年時代 歯を長持ちさせる鉄則 魚田 真弘∥著 アフター・サイレンス 本多 孝好∥著

自分で考え、やり抜く子の育て方 成田 信一∥著 あのころなにしてた? 綿矢 りさ∥著

ネコさんが教える疲れリセット教室 卵山 玉子∥著 おふたりさま夫婦、老活はじめました。 堀田 あきお＆かよ∥著

おうちストレスをためない習慣 杉岡 充爾∥著

口に入れるな、感染する!
危ない微生物による健康リスクを科学が明かす

ポール　ドーソン∥著
ブライアン　シェルドン∥著

オートミール健康レシピ
植草 真奈美∥監修
Shie∥監修
石原 新菜∥医師監修

コロナの世界を照らす50のやさしい物語
片野 優∥著
須貝 典子∥著

首里城 象徴になるまで 沖縄タイムス首里城取材班∥著

動かなきゃ、何も始まらない 今井 絵理子∥著

沖縄・西表炭鉱 坑夫聞き書き1972 松村 修∥編著

島袋 全優∥著

日本の馬 在来馬の過去・現在・未来 近藤 誠司∥編
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↓↓　　　下の2冊は館内閲覧のみ（貸出不可）の新刊　　↓↓

男子めし

資料名 著者名

公民館のしあさって 公民館のしあさって出版委員会∥著

HSPさんがママになりまして…。 上戸 えりな∥著


