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 ※おはなし会は、新型コロナウイルス感染状況によっては中止となる場合があります。 
★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★ 

 

 

定例おはなし会 
☆ 3月12日・２６日（土） ☆ 

☆午前11時～午前11時30分 

☆繁多川図書館おはなしのへや 

☆どなたでもご参加いただけます 

☆無料・申込不要 

ぴよぴよおはなし会 
☆ 3月2日・9日・23日・30日（水） ☆ 

☆午前１１時～午前１１時３０分 

☆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・要申込（限定2組） 

3月、未だに新型コロナウイルス感染拡大が収束されないなか、卒業式や入学準備、就

職や退職、転勤、人事異動などなどのシーズンを迎え、何かと慌ただしい日々をお過ごしの

方が多いことと存じます。一日でも早く、コロナが終息し、安心して日常生活をおくるため

に、日頃から体調管理に気を付けながら、感染予防をしっかり行なっていきたいものです。    

さて、図書館では、下記のテーマで本の紹介をします。 

利用者の皆さまのご来館を、繁多川図書館職員一同、心よりお待ちしております。 

＜メ イ ン＞ 

就活生・新社会人を応援します 

＜読み聞かせ＞ 

ＭＯＥ絵本大賞 

   

 

おはなし会 

3月3日ひな祭りに関連して、館内に様々な人形を飾りました。 

利用者（喜友名氏）から寄贈された雛人形も事務所前に飾っています。

お越しの際は、ぜひご観覧ください 

今 月 の 展 示 テ ー マ 

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


                                                

 
  

  

  

  

                                                  

資資           料料           名名   著著   者者   名名  出出   版版   者者  

  ししろろくくままききょょううだだいい  のの  おおかかいいもものの  たたききののみみわわここ∥∥ぶぶんん  sseerriiccoo∥∥ええ  白白 泉泉 社社  

  どどーーここかかなな  ここがが  よよううここ∥∥ささくく  瑞瑞 雲雲 舎舎  

▲▲  おおかかああささんん  ごごめめんんななささいい  みみややににしし  たたつつやや∥∥ささくく  金金 のの 星星 社社  

▲▲  カカピピババララのの  だだるるままささんんがが  こころろんんだだ  中中川川ひひろろたたかか∥∥ささくく  柴柴田田ケケイイココ∥∥ええ  金金 のの 星星 社社  

▲▲  ねねここおおばばささんん  ニニンンジジャャ  ママススダダフフミミココ∥∥ささくく  新新日日本本出出版版社社   

▲▲  ももーーももーーたたろろうう  ワワダダアアススカカ∥∥ささくく・・ええ  みみららいいパパブブリリッッシシンンググ  

  ６６ささいいかからら  つつかかええるる  パパソソココンン  たたににぐぐちち  ままこことと  技技術術評評論論社社  

  見見てて、、学学んんでで、、力力ががつつくく！！ここどどもも日日本本地地図図  ２２００２２２２年年版版    永永 岡岡 書書 店店  

  ままちちののナナニニココレレ図図鑑鑑  キキッッズズペペデディィアア    小小 学学 館館  

  鬼鬼ばばばばのの島島  今今井井恭恭子子∥∥文文  阿阿部部結結∥∥絵絵    小小 学学 館館  

  世世界界一一ややささししいい依依存存症症入入門門  松松本本  俊俊彦彦  河河出出書書房房新新社社   

  ウウチチらら棺棺桶桶ままでで永永遠遠ののラランンウウェェイイ  ｋｋｅｅｍｍｉｉｏｏ  角角 川川 書書 店店  

  日日本本ののヤヤババいい女女のの子子  覚覚醒醒編編    ははららだだ有有彩彩  角角 川川 書書 店店  

  宮宮廷廷ののままじじなないい師師  ①①  顎顎木木  ああくくみみ  ポポ ププ ララ 社社  

資資           料料           名名  歌歌   手手   名名 （（ 発発 売売 者者 ））  資資 料料 ココ ーー ドド  

エエトトセセトトララワワーーククスス  ３３ モモ ンン ゴゴ ルル 88 00 00 ∥∥ 演演 奏奏  00883300005511229955  

ココレレナナンンデデ商商会会  ちちょょっっとと行行っっててききまますす  オオ ムム ニニ ババ スス  00883300005511113399  

ククララシシッッククでで聴聴くくビビーートトルルズズ  オオ ムム ニニ ババ スス  00883300005511447733  

★★ＮＮＥＥＷＷニニャャンンちちゃゃんんワワンンちちゃゃんん    00883300005511555544  

★★架架空空ＯＯＬＬ日日記記  ババカカリリズズムム∥∥原原作作・・脚脚本本・・主主演演  00883300005511226600  

★★いいつつままででもも、、健健康康でで自自活活すするるたためめにに！！！！ナナイイスス体体操操  森森 口口 尚尚 子子 ∥∥ 考考 案案 ・・ 実実 演演  00883300005511443300  

●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） 

★は DVDです。 



                         

  

 

 

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  

デデザザイインン  デデ ザザ イイ ンン ３３ ００ ００ ００  大大 谷谷 秀秀 映映 ほほ かか  翔翔 泳泳 社社  

仏仏 教教  おお 寺寺 のの 掲掲 示示 板板   諸諸 法法 無無 我我  江江 田田   智智 昭昭  新新 潮潮 社社  

国国立立公公園園  るる るる ぶぶ   国国 立立 公公 園園 へへ 行行 ここ うう  大大 橋橋 圭圭 子子 //編編  ＪＪＴＴＢＢパパブブリリッッシシンンググ  

特特別別支支援援

教教    育育  
今今日日かからら使使ええるる！！   特特別別支支援援 iiPPaadd 活活用用法法  内内 田田   義義 人人  合合 同同 出出 版版  

ＤＤ    ＸＸ  総総 務務 部部 ＤＤ ＸＸ 課課   岬岬 まま しし ろろ  須須 藤藤   憲憲 司司  日日 経経 ＢＢ ＰＰ  

脳脳 健健 康康  脳脳のの寿寿命命をを延延ばばすす「「脳脳エエネネルルギギーー」」革革命命  佐佐 藤藤   拓拓 己己  光光 文文 社社  

婦婦人人科科学学  生生理理 CCAAMMPP  みみんんななでで聞聞くく・・知知るる・・語語るる！！  工工藤藤里里紗紗 //監監修修  集集 英英 社社  

おお やや つつ    ほほぼぼ３３sstteepp以以下下！！片片手手間間ででつつくくるる罪罪悪悪感感ののなないいオオヤヤツツ  まま めめ ここ  KKAADDOOKKAAWWAA  

住住 宅宅    

デデザザイインン  
セセンンススをを磨磨くく！！住住宅宅デデザザイインンのの新新ルルーールル  間間取取りり編編    エエククススナナレレッッジジ  

料料 理理  ４４ つつ のの ソソ ーー スス でで ごご ちち そそ うう レレ シシ ピピ   上上 田田   淳淳 子子  学学 研研 ププ ララ スス  

風風景景印印  風風 景景 印印 ミミ ュュ ーー ジジ アア ムム  古古 沢沢   保保  ＧＧ ．． ＢＢ ．．  

絵絵 画画  ３３ ６６ ６６ 日日   物物 語語 のの ああ るる 絵絵 画画  海海 野野 弘弘 // 解解 説説  パパイイイインンタターーナナシショョナナルル  

紙紙 工工 芸芸  基基礎礎かからら応応用用ままでで  カカススタタムムででききるる  球球体体ポポッッププアアッッププカカーードド   月月 本本   せせ いい じじ  ググララフフィィッックク社社  

歌歌 謡謡 曲曲  ポポ ッッ ププ スス 歌歌 手手 のの 耐耐 ええ らら れれ なな いい 軽軽 ささ  桑桑 田田   佳佳 祐祐  文文 藝藝 春春 秋秋  

小小 説説  東東 山山 道道 エエ ンン ジジ ェェ ルル 紀紀 行行  町町田田康康//文文、、寺寺門門孝孝之之//絵絵  左左 右右 社社  

小小 説説      ささ みみ だだ

れれ     
矢矢 野野   隆隆  徳徳 間間 書書 店店  

資資           料料           名名  編編 ・・ 著著 者者 名名  

果果 てて しし なな きき 流流 転転  上上 江江 洲洲 清清  

続続・・新新聞聞投投稿稿集集人人生生はは 77 合合目目かかららがが面面白白いい  赤赤 嶺嶺 晴晴 男男  

蝉蝉 、、 生生 まま れれ いい ずず るる ここ ろろ  勇勇 崎崎 哲哲 史史  

※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。 

 



                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度も、新型コロナウイルス感染拡大防止のための臨時休
館やイベントの自粛が続き、利用者の皆様にはご不便をおか
けしました。そのような中、開館した際には、従前と変わら
ぬご利用やイベントへご参加していただき、ありがとうござ
います。 
今年度のイベントの一部を写真で紹介します。今後とも、図
書資料等の充実に努め、利用される方々のご期待に応えられ
るような事業活動を展開してまいります。ゆたさるぐとぅ 
うにげーさびら 



                                                  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 進化生物学者によって書かれた一冊。アリた

ちを観察すると仕事への反応が個体によって

違い、中には働かない働きアリも多数いるそう

だ。そして、その無駄に思える彼らの存在こそ

がコロニーの存続にとって必要不可欠である、

と著者は説く。 

ムシたちの用意した進化の答についてはぜ

ひご一読いただきたい。コロニーの長期的な存

続を可能にするためにあえて非効率なシステ

ムを取り入れる、その企みの妙味をご堪能あ

れ。 

  

書名『働かないアリに意義がある』 

著者：長谷川 英祐  

資料コード：0310700142 

書名『おはなみ くまちゃん』 

著者： シャーリー・パレントー∥ぶん 

     デイビッド・ウォーカー∥え 

資料コード：0820239474 

 

  ３月。暦の上ではもう春！春の足音がのっし

のっしと歩いてきている音が聞こえます。 

 去年も今年もおととしも、新型コロナウイルス

の感染が広がって、中々春を楽しめるような雰

囲気ではありませんが、沖縄では早くも緋寒桜

がそこかしこで鮮やかな色を見せ、一足早い

春の到来を私たちに告げてくれています。 

 この絵本のくまちゃんも、春のさくらに包まれ

て、家族でお花見を楽しんでいます。私たちも

早くこのくまちゃんたちの様に春のさくらをたの

しめるようになりたいですね。 

繁多川図書館の職員が  

オススメな本をご紹介いたします 

    

ルイ・アームストロングは、アメリカのジャ 

ズ・トランペット奏者です。サッチモの愛称で 

知られています。最近だと、朝の連続テレビ 

小説で聞き覚えのある人も多いのでは。 

また、サッチモのすごいところは、ボーカリス 

トとしても活躍しているところです。 

このＣＤはベスト盤らしく、朝ドラの話題曲 

以外にも聞き覚えのある音楽が多数収録 

されています。サッチモの紡ぐ音楽は、 

 時代を超えて愛され続けていることが 

よくわかる一枚です。 

 

 

書名『つながる 沖縄近現代史』 

編集：前田勇樹・古波藏契・秋山道弘

資料コード：0810456361 

今年は、沖縄が日本復帰して50年という節

目を迎えます。琉球から沖縄、沖縄戦、米軍

統治、日本復帰、そして現在までに沖縄はど

のように変化してきたのか。若手研究者たち

が新しい視点で沖縄の歴史を伝えます。 

併せて、松島泰勝/編著『歩く・知る・対話す

る琉球学』もお勧めの本です。 

作品名：『ベスト・オブ・ルイ・ 

アームストロング』 

演者： ルイ・アームストロング 

資料コード：0830039031 

 

 



  

111 月月月   

 

 

 

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 

・年末年始 （12月 29日～1月 4日） 

・特別整理期間  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

制限なし（２週間で読める

だけ、ただし、まんがセッ

トは２点まで） 

２週間 
全資料合わせて30冊
（その内 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 

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、那覇市役所、那覇市民協働プラザ・真和志・

首里の各支所、那覇市立病院にもございます 

※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 

 

★毎週水曜日（第 3水曜日はのぞく）：ぴよぴよおはなし会（乳幼児対象） 

◆毎月第２・４土曜日：定例おはなし会 

※新型コロナウイルスの感染状況によっては中止になることがあります。 

３３３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  

444 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 37 28 29 30 

 

 

 


