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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。

【開館時間】

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。

「なはし電子図書館」OPEN！

電子図書館とは、インターネットを通じて、スマートフォンや
パソコン、タブレット端末から電子書籍を借りて読むことがで
きるサービスです。小説や絵本、旅行ガイド、ビジネス書など
のほかに文字が拡大できる機能がついたもの、音声読み上げ機
能がついたものなど種類も豊富です。
インターネット環境があれば、いつでもどこでもご利用いただ
けます。自動返却機能があるので、返し忘れもありません。
※現在、那覇市立図書館にある本がすべて電子図書館で読めるわけ
ではありませんのでご注意ください。
※インターネット通信料は利用者負担となります。

【利用できる方】
那覇市立図書館、まーいまーいｎａｈａ図書室の利用者カー
ド（有効）をお持ちの方
※新規でカードを作成される方や有効期限切れのカードをお持
ちの方、また、電子図書館の利用方法など詳しい内容をお知り
になりたい場合は、那覇市立図書館ホームページをご確認くだ
さい。

3月3日スタート



防災について考える

日本は災害大国です。
いつどこで起こるか分から
ない災害ですが、その被害
は一人ひとりの備え次第で
小さくすることができます。
防災についての知識を深め
〝もしも〟の時に役立てる
よう、防災に関する資料を
ご紹介します。あなたとあ
なたの大切な人たちを守る
ために、どう災害を防ぐか
考えてみませんか？

卒業や退職など、３月は節目の月です。
４月からの新生活に向けて、準備を始める方も多いの
ではないでしょうか。
そこで、今月の特集は「新生活準備」と題して、
片付け（断捨離）やハンドクラフト、その他
新生活に役立ちそうな本を集めました。

これからの新しい生活のヒントに！

なくなり次第終了！

★児童書・雑誌★
リサイクル本を提供しています！

・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。

※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。

リサイクル本提供会

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

じはんきくん
おおいじゅんこ
/作

だれの子？マジで違いす
ぎ！動物親子写真図鑑

坂東元/監修

こうじしてます
こつこつこーん

くにすえたくし
/絵

学校でしっておきたい
知的財産権

細野哲弘/監修

はしのうえのおおかみ
奈街三郎/作

花之内雅吉/絵

ディズニー・ヴィランズ
のすべて

講談社/編

ドライバーマイルズ
ジョン･バーニ
ンガム/作

おばけガムをたべちゃっ
た！

むらいかよ/著

おおきなかぶ～
ガタロー☆マン
/作

ミオととなりのマーメイ
ド⑨

ミランダ・
ジョーンズ/著

講談えほん　西行
-鼓ヶ滝-

神田松之丞/監
修

自衛官になるには 岡田真理/著

成功？失敗⁉科学のびっく
り伝説超百科

これマジひみつ
の超百科

「心」のお仕事 河出書房新社/編

ジュニア空想科学読本㉓ 柳田理科雄/著
俳句のきた道
芭蕉・蕪村・一茶

藤田真一/著

身近な材料でＫｉｄｓ

台所はおもしろ実験ラボ
青野裕幸/相馬
恵子/富田香/著

Re:ゼロから始める異世界
生活Ex⑤　緋色姫譚

長月達平/著

虫かごなしでかんたん！ペッ
トボトルで育てよう　むし

谷本雄治/著
りゅうおうのおしごと！
⑮

白鳥士郎/著

赤ちゃんはどうやってう
まれるの？

織朱實/監修
十四歳からのソコソコ武士
道

柏耕一/著

え
ほ
ん

じ
ど
う

Y
A

（
中
高
生

）

じ
ど
う



出版者

下地 昭榮

ボーダーインク

ボーダーインク

テレサプランニング

論創社

新星出版

高文研

ボーダーインク

資料名 著者名

正しく怖がるフィッシング詐欺 大角 祐介∥著

資料名 著者名 人生100歳シニアよ、新デジタル時代を共に生きよう! 牧 壮∥著

人生の土台となる読書
ダメな人間でも、生き延びるための「本の効用」ベスト30

pha∥著 家事こそ、最強のビジネストレーニングである 堀 宏史∥著

時間をめぐる哲学の冒険
ゼノンのパラドクスからタイムトラベルまで

エイドリアン・バードン∥著 今日の3時にまにあうおやつ 婦人之友社∥発行

ミラーリングの心理学 人は模倣して進化する フィオナ・マーデン∥著 食べる経済学 下川 哲∥著

なぜ私は怒れないのだろう 安藤 俊介∥著 農業フロンティア 越境するネクストファーマーズ 川内 イオ∥著

LIFE SHIFT 2
100年時代の行動戦略

アンドリュー・スコット∥著
リンダ・グラットン∥著 花と短歌でめぐる二十四節気花のこよみ 俵 万智∥季節の案内人

「会社は無理ゲー」な人がノビノビ稼ぐ方法 堀田 孝治∥著 知りたい!考えてみたい!どうぶつとの暮らし 川添 敏弘∥監著

知的で気品のある人がやっている気くばりとマナー 田中 未花∥著 お客様に嫌がられる接客喜ばれる接客 平山 枝美∥著

東大名誉教授がおしえる!
建築でつかむ世界史図鑑

本村 凌二∥監修 美しい純喫茶の写真集 品川 亮∥著

泣ける日本史 教科書に残らないけど心に残る歴史 真山 知幸∥著 日本の仏像図鑑 会いに行きたくなる! 宮下 真∥著

漫画サピエンス全史 文明の正体編 ユヴァル・ノア・ハラリ∥原案 47都道府県・伝統工芸百科
関根 由子∥著
佐々木 千雅子∥著
指田 京子∥著

コロナ時代の選挙漫遊記 畠山 理仁∥著 ディズニープリンセス
白雪姫からモアナまで創意あふれる美と個性

チャールズ・ソロモン∥著

どこでもオフィスの時代
人生の質が劇的に上がるワーケーション超入門

みつめる旅∥著 テレビドラマの間取り
立東舎∥編
荒川 淳彦∥監修

父さんが子供たちに7時間で教える
株とお金儲けの教養。

山崎 将志∥著 経済学者が語るスポーツの力 佐々木 勝∥著

なぜあなたは自分の「偏見」に気づけないのか ハワード・J.ロス∥著 偉人たちのポジティブ名言で学ぶ英語表現 小池 直己∥著

夫婦の教科書 愛に向き合い、家庭をつくる 熊野 英一∥著 日本語はこわくない 飯間 浩明∥著

男の子みたいな女の子じゃいけないの?
トムボーイの過去、現在、未来

リサ・セリン・デイヴィス∥著 ご機嫌剛爺 人生は、面白く楽しく! 逢坂 剛∥著

やはり、ブラックなんでしょうか?先生の仕事を100選びました。 村山 茂∥著 就活ザムライの大誤算 安藤 祐介∥著

いちばんていねいなはじめてのおうちモンテッソーリ 北川 真理子∥著 かぐや姫、物語を書きかえろ! 雀野 日名子∥著

宇宙はなぜ物質でできているのか
素粒子の謎とKEKの挑戦

小林 誠∥編著 毎日世界が生きづらい 宮西 真冬∥著

地形散歩のすすめ 凸凹からまちを読みとく方法 新之介∥著 SIP超知能警察 山之口 洋∥著

LIFE CHANGING ヒトが生命進化を加速する ヘレン・ピルチャー∥著 救国ゲーム 結城 真一郎∥著

366日の誕生鳥辞典 世界の美しい鳥 小宮 輝之∥著 今夜もそっとおやすみなさい 小手鞠 るい∥著

お医者さんが薦める美腸活レシピ 大塚 亮∥著

自閉スペクトラム症の女の子が出会う世界 サラ・ヘンドリックス∥著

自宅で最期を迎える準備のすべて
本人と家族のための

大軒 愛美∥著

ゆるませ養生
“何だかしんどい”を楽にする「自分を大事にする作法」 すきさん∥著

「ツトムの虫」を探して 石垣島の自然観察者  正木任の残したもの

資料名 著者名

南米レストランの料理人 漢那 朝子∥著

盛口 満∥著

ねたての黄金察度王 下地 昭榮∥著

目からウロコの健康講座 おきなわ健康大学 総集編 宮城 旺照∥著

がちまやーの落書き帳 金城  勇徳∥編集

つながる沖縄近現代史 前田 勇樹・古波藏 契・秋山 道宏∥編

ストライク　ゾーン∥編集

首里城地下第32軍司令部壕 牛島 貞満∥著

おうちで沖縄!ラジオで南国気分 沖縄コミュニティFM全19局ガイドブック

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