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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

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。

なはし電子図書館スタートしています！

3月から、なはし電子図書館の利用が始まりました。
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。

電子図書館の利用方法など
詳しい内容はこちらから→

子ども読書の日(4/23)
からの20日間は、
「こどもの読書週間」
です。
今年のテーマは
「ひとみキラキラ

本にどきどき」
お気に入りの本で
キラキラ・どきどき

いかがですか？



『本屋大賞』は、本屋で働く書店員の投票だけで
選ばれる賞です。
過去一年の間、書店員自身が自分で読んで「面白
かった」、「お客様にも薦めたい」、「自分の店
で売りたい」と思った本を選び投票します。
過去の大賞やノミネート作もあわせて紹介します。
話題の本をぜひお楽しみください！

2021年度 中央図書館所蔵本

2021/4/1～2022/3/15
一般書〈貸出〉ランキング　ベスト5

書名 著者

1 嫌われる勇気 岸見 一郎

2 落日 湊かなえ

3 「繊細さん」の本 武田 友紀

4 素敵な日本人 東野圭吾

5
未来の才能をのばす0歳と1歳の

モンテッソーリ子育て
あべ ようこ

児童書〈貸出〉ランキング　ベスト5

書名 著者

1
ウルトラヒーロー135大決戦

超百科

円谷プロダク

ション/監修

2
ウルトラ戦士VSライバル大怪獣

対決超百科

円谷プロダク

ション/監修

3
全ウルトラ怪獣完全超百科　ウ

ルトラマンティガ～ウルトラマ

ンマックス編

円谷プロダク

ション/監修

4

全ウルトラ怪獣完全超百科　ウ

ルトラQ～ウルトラマンパワー

ド編

円谷プロダク

ション/監修

5 三羽邦美の漢文教室 三羽 邦美

郷土書〈貸出〉ランキング　ベスト3

書名 著者
1 初級沖縄語 花薗　悟

2 アゲアゲめし公式ガイドブック
薮内 知利

ほか/編

3 天久鷹央の推理カルテ 3 知念 実希人

ブックスタートとは、赤ちゃんの健や
かな成長を願い、親子に「絵本」と「絵
本を楽しむ体験」をセットでプレゼント
することで、幸せを感じられるきっか
けを作る活動です。
図書館の絵本コーナーでは、年齢や
学齢に合わせた読み聞かせにおスス
メの絵本リストを配布しています。（図
書館ホームページでもご覧いただけ
ます。）
今月は、ブックスタートの紹介とオス
スメ絵本の展示・貸出を行います。赤
ちゃんと一緒に絵本を楽しんでみませ
んか。
※那覇市では、乳児検診(9～11カ月)の会場で
ブックスタート事業を行っています。
新型コロナの影響で令和2年度、令和3年度は、

那覇市立図書館の各分館や、まーいまーい
Naha図書室、生涯学習課（市役所10階）で絵本
の受け渡しを行っていました。
乳児検診を受けた後、まだ絵本を受け取ってい
ない令和2年度・3年度対象の方は、引換券をお
持ちのうえお越しください。

年間貸出ランキング

http://2.bp.blogspot.com/-MpUo_1zq0sM/U-8HBZgY2gI/AAAAAAAAk98/c23p4UXJhZo/s800/book_zabuton.png
http://www.irasutoya.com/2016/09/blog-post_14.html
http://www.irasutoya.com/2013/03/blog-post_2258.html


だいめい かいたひと だいめい かいたひと

ど～こだ？
ヒド・ファン・
ヘネヒテン/作

いろいろなとりのくちば
し　たべるくちばし

とりのくちばし
編集委員会/編

おにのこにこちゃん
かってかってぽん！

原あいみ/絵・ケ

ロポンズ/ぶん
再生可能エネルギー図鑑 Looop/監修

なぜ ちゅうしゃするの？
カーラ＆ジョ

ン・フローラン

ス　作・絵

アイスクリーム　ここが
知りたい！

文春まんがよみ
とくシリーズ

パイロットマイルズ
ジョン･バーニ
ンガム/作

マンガでよくわかる！
99％抜けるドリブル理論

岡部将和/著

ルルちゃんの　ゆびしゃ
ぶり

ローランス・ジロー/

文・リュシー・デュ

ルピアーノ/絵

つっきーとカーコのたか
らもの

おくはらゆめ/
作

ぼくの！わたしの！
いや、おれの！

アヌスカ・アレ
プス/作

自分を変えたい
殻を破るためのヒント

宮武久佳/著

ふつうってどういうこ
と？

NHK　Eテレ「Q～

こどものための哲

学」制作班

ヨーロッパ史入門
原形から近代への胎動

池上俊一/著

タテ割り日本史①
食べ物の日本史

江原絢子/監修
未来の医療で働くあなた
へ

奥真也/著

天才の習慣　成功の秘訣
と考え方を学ぶ

ライブ/編著
着物少女画報　浴衣と着
物のイラストブック

宗像久嗣/著

鎌倉人物伝　北条義時 加来耕三/企画
「悩み部」の復活と、そ
の証明。

麻希一樹/著

データの達人　表とグラフを使いこなせ！

①　くらべてみよう！数や量 今野紀雄/監修
続・魔法科高校の劣等生
メイジアン・カンパニー②

佐島勤/著

え
ほ
ん

じ
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う
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中
高
生
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出版者

琉球新報社

かもがわ出版

上原 正吉

新星出版

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓↓　　　下の3冊は館内閲覧のみ（貸出不可）の新刊　　↓↓

琉球歴史伝承研究所

榕樹書林

南方新社

資料名 著者名

じつは私たち、菌のおかげで生きています 今野 宏∥著

資料名 著者名 私をあたらしくする51のこと 暮らしと自分アップデート 本多 さおり∥著

顔認証の教科書
明日のビジネスを創る最先端AIの世界

今岡 仁∥著 60歳貯蓄ゼロ
でも間に合う老後資金のつくり方 運用はいっさい無し!

長尾 義弘∥著

「できない自分」を脳から変える行動大全 菅原 洋平∥著 世界のサラダ図鑑
驚きの組み合わせが楽しいご当地レシピ304

佐藤 政人∥著

相談する勇気 お悩みは精神科医Tomyにおまかせ!
精神科医Tomy∥
著

ローカルおやつの本 グラフィック社編集部∥編

一冊でわかる韓国史 六反田 豊∥監修 教養としての食べ方 おとなの清潔感をつくる 松井 千恵美∥著

古代ローマ饗宴と格差の作法 祝田 秀全∥監修 タネ屋がこっそり教える野菜づくりの極意 市川 啓一郎∥著

天才はみんな「鈍感」さん
ありのままの私を大切にした偉人の話

ライフハックアニメーション
∥著 ちいさな花言葉・花図鑑 野の花・道の花編 佐々木 知幸∥植物監修

地図でスッと頭に入る47都道府県
 知られざる魅力大図鑑

なるほど知図帳編集部
∥編 ハチワレ猫ぽんたと過ごした1114日 宮脇 灯子∥著

ベートーヴェン、21世紀のウィーンを歩く。 曽我 大介∥著 ピーナッツ大図鑑
スヌーピーとチャーリー・ブラウンと仲間たちのすべて

サイモン・ビークロフト∥著

スタートアップ・ニッポン
最高に明るい未来を創る10のヒント

杉江 陸∥著
コバリ・クレチマーリ・
シルビア∥著

ほんとうのランニング マイク・スピーノ∥著

ドラッカーのマネジメントが
マンガで3時間でマスターできる本

津田 太愚∥著 統計学で解明! 野球のギモン 渡邉 成行∥著

巷でよく聞く相続・贈与のウソ?ホント!?
あいわ税理士法人∥編
市川 光大∥[他]著 武器になる話し方 安田 正∥著

ハラスメント言いかえ事典
トラブル回避のために知っておきたい

山藤 祐子∥監修 読み解き!方言キャラ 田中 ゆかり∥著

小学生の勉強は習慣が9割
自分から机に向かえる子になる科学的に正しいメソッド

菊池 洋匡∥著
明解!漢字名探偵
曖昧な漢字・読めない漢字・知らない漢字

山口 謠司∥著

天才を育てた親はどんな言葉をかけていたのか?
真山 知幸∥著
親野 智可等∥著 言いかえ英語フレーズ1000 アンドリュー・アビー∥監修

図鑑を見ても名前がわからないのはなぜか? 須黒 達巳∥著 怖い家
エドガー・アラン・ポー∥
[他]著

文系のためのよくわかる　死とは何か 小林 武彦∥監修 タイム・スリップ芥川賞
「文学って、なんのため?」と思う人のための日本文学入門

菊池 良∥著

毎日の冷えとり漢方 不調が消え、免疫力アップ 川嶋 朗∥著 剛心 木内 昇∥著

腸活にいいこと超大全
うつ、肥満、免疫力…腸を整えれば、全身が健康になる!

小林 弘幸∥著 四十過ぎたら出世が仕事 本城 雅人∥著

安心な認知症
マンガとQ&Aで、本人も家族も幸せになれる!

繁田 雅弘∥監修(代表) 灰色の評決 犬塚 理人∥著

やさしく解説産婦人科のおはなし
妊娠から出産直前編

小松 一∥著 その日まで 瀬戸内 寂聴∥著

それでも君は医者になるのか 中山 祐次郎∥著 ヘイケイ日記 女たちのカウントダウン 花房 観音∥著

栄養学の基本ゆる図鑑
ダイエット・健康食の正しい知識が2時間で身につく!

中村 丁次∥監修 ハムレット!ハムレット!! 谷川 俊太郎∥[他]著

ずぼら管理栄養士が教えるずるやせダイエット 高杉 保美∥著

SDGsな生活のヒント あなたの物の使い方が地球を救う タラ・シャイン∥著

いちばん楽しいマンションの間取り図鑑 リノベる。∥著

超速でわかる!宇宙ビジネス 図解 片山 俊大∥著

資料名 著者名

琉球の神社史

沖縄が日本を倒す日- 「民意の再構築」が始まった

新垣 裕之∥著

渡瀬 夏彦∥著

金城 昌吉・宇栄原 宗勝・雉鼻 千佳∥編

沖縄ひとモノガタリ 藤井 誠二∥文 ジャン松元∥写真

思事のあても
うむくとぅ

与並 岳生∥著

↓↓　　　下の3冊は館内閲覧のみ（貸出不可）の新刊　　↓↓

徳之島町史 世界自然遺産登録記念 自然編 徳之島町史自然部会∥執筆

琉球沖縄仏教史 知名 定寛∥著

上原正吉愛唱歌集 第二巻


