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★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★ 

 

 

「ニジーぬ あしがどぅ ウフイヨー トゥいる」 

（忍耐力の有る者が、大漁は取れる） 
 魚釣りでは忍耐力のある者が大漁を釣り上げる。それと同様に、じっとチャンスを辛抱強

く待つものが、最終的に幸運をつかむことができるという意味の黄金言葉。 

ワクチン接種が始まったとはいえ、未だ猛威を振るう新型コロナウイルス。依然としてガ

マンを強いられた生活を行っていますが、明けた後の幸運を願い、今はじっと力をたくわえ

ておきましょう。 

        （ことわざ参照『黄金言葉 ウチナーンチュが伝えることわざ 200 編』佐渡山正吉∥著） 

 

※しばらくの間、「ぴよぴよおはなし会」（毎週水曜日開催）、 
「定例おはなし会」（第２・第４土曜日開催）、「夏休みのイベント」
は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止します。開催する場合
は館内掲示・Twitterなどでお知らせいたします。 

今月の展示テーマ 

＜メイン＞ 
永遠のヒーローたち 

 ウルトラマン 55 周年 

 円谷英二生誕 120 周年 

＜読み聞かせ＞ 
なぜ！？ 

5 年以上借りられていない絵本たち 

来館時のおねがい 

 来館の際はマスクの着用と手指の消毒を 

お願いいたします。 

 密集を避けるために、滞在時間は短時間で 

お願いします。 

 発熱、体調の悪い方は来館をお控え下さい。 

※感染状況によっては図書館利用に制限が 

かかる場合があります。詳しくは図書館 

ホームページや館内掲示にてご確認ください。 

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


                                                

 
 

 

 

  

                           

 

  

資      料      名 著  者  名 出  版  者 

 はーい 中川ひろたか∥文 まるやまあやこ∥絵  

 いっぱいあるよ！ごはん どれたべる? てづかあけみ∥作 偕 成 社 

▲ おひさまキッチン パンダくん ほしぞらでおよいだよ！ ヤスダユミコ むとうゆういち∥作  

▲ くわがたむし の なつ 谷本雄治∥文 サトウマサノリ∥絵 文 渓 堂 

▲ こもれび 林木林∥文 岡田千晶∥絵  

▲ じごくわらし が くるぞ 塚本やすし∥作  

▲ ずずめの うんどうぼうし つくります 西本鶏介∥作 黒井健∥絵 金 の 星 社 

▲ やどかりツアー はせがわあかり∥作  

 消えたレッサーパンダを追え！  たけたにちほみ∥文 学研プラス 

 海でギリギリ あきらめない生きざま。 鈴木香里武∥文  

 ゆらゆら くるくる ゆれる・まわる・おもちゃ まるばやし さわこ∥製作 図書 

 カメくんとイモリくん 小雨ぼっこ いけだ けい∥作 偕 成 社 

 エルビス、こっちにおいで ロドリゴ・モルレシン∥文  

資      料      名 歌  手  名 （ 発 売 者 ） 資 料 コ ー ド 

六月の雨 究 極 / 歌 0830050876 

JITAN CLASSIC T S U K E M E N / 演 奏 0830050680 

リターン・トゥ・フォーエヴァー チ ッ ク ・ コ リ ア /演 奏 0830050582 

★米軍が最も恐れた男 その名は、カメジロー 佐 古 忠 彦 / 監 督 0830050817 

★おいしい給食 ① 市 原 隼 人 / 主 演 0830050760 

★おいしい給食 ② 市 原 隼 人 / 主 演 0830050752 

●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） 

★マークはＤＶＤです。 

※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。 

 



                         

 

 

 

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  

情情報報社社会会  ややばばいいデデジジタタルル〝〝現現実実″″がが飲飲みみ込込ままれれるる日日  NN HH KK スス ペペ シシ ャャ ルル取取材材班班  講講 談談 社社  

II TT 法法 律律  IITT エエンンジジニニアアののややささししいい法法律律 QQ&&AA  河河 瀬瀬   季季  技技 術術 評評 論論 社社  

人人 生生 訓訓  定定年年前前、、ししななくくてていいいい５５つつののこことと  大大 江江   英英 樹樹  光光 文文 社社  

若若 者者  ZZ 世世代代  若若者者ははななぜぜイインンススタタ・・TTiikkTTookk ににははままるるののかか？？  原原 田田   曜曜 平平  光光 文文 社社  

聴聴覚覚障障害害  ききららめめくく拍拍手手のの音音  ～～手手でで話話すす人人々々ととととももにに生生ききるる～～  イイ ギギ ルル ・・ ボボ ララ  リリ トト ルル モモ アア  

家家庭庭教教育育  エエ ーー ルル   イイ ヤヤ イイ ヤヤ 期期 のの ママ ママ へへ  主主 婦婦 のの 友友 社社 // 編編  主主 婦婦 のの 友友 社社  

脳脳 科科 学学  闇闇のの脳脳科科学学   「「完完全全なな人人間間」」ををつつくくるる  ロロ ーー ンン ・・ フフ ララ ンン クク  文文 藝藝 春春 秋秋  

食食事事療療法法  ナナッッツツををううままくく食食べべれればば 110000 歳歳ままでで長長生生ききででききるる！！  工工 藤藤   孝孝 文文  河河 出出 書書 房房 新新 社社  

ユユーーチチュューーババーー  普普 通通 でで 最最 高高 でで ハハ ッッ ピピ ーー なな わわ たた しし   特特 別別 でで もも なな んん でで もも なな いい 二二 度度 目目 のの 人人 生生   渋渋 谷谷   真真 子子  扶扶 桑桑 社社  

収収 納納  集集 中中 でで きき なな いい のの はは 、、 部部 屋屋 のの せせ いい 。。  米米 田田   まま りり なな  PP HH PP 研研 究究 会会  

交交通通安安全全  中中野野ジジェェーームムズズ修修一一のの「「運運転転寿寿命命」」ををののばばすすドドラライイババーー体体操操  中中野野ジジェェーームムズズ修修一一  主主 婦婦 のの 友友 社社  

自自 伝伝  モモ リリ ッッ シシ ーー 自自 伝伝  モモ リリ ッッ シシ ーー  イイーースストト・・ププレレスス  

メメンンタタルル維維持持   「「弱弱ささ」」をを「「強強ささ」」にに変変ええるるポポジジテティィブブララーーニニンンググ  松松 岡岡   修修 造造  文文 藝藝 春春 秋秋  

英英 会会 話話  気気持持ちちがが伝伝わわるる！！   好好かかれれるる英英会会話話  長長 谷谷 川川   滋滋 利利  日日 経経 BB PP  

小小 説説  三三   人人     桝桝 本本   壮壮 志志  文文 藝藝 春春 秋秋  

記記録録手手記記  東東 京京 整整 形形 白白 書書   ああ とと １１ ㎜㎜  藤藤 原原   亜亜 姫姫  主主 婦婦 のの 友友 社社  

資資           料料           名名       編編 ・・ 著著 者者 名名  出出   版版   者者       

沖沖縄縄返返還還とと東東アアジジアア冷冷戦戦体体制制--琉琉球球／／沖沖縄縄のの帰帰属属・・基基地地問問題題のの変変容容‐‐  成成 田田 千千 尋尋       人人 文文 書書 院院     

ジジ ョョ ンン 万万 次次 郎郎 琉琉 球球 上上 陸陸 のの 奇奇 跡跡       神神 谷谷 良良 昌昌       沖沖縄縄タタイイムムスス社社     

沖沖 縄縄 ささ かか なな 図図 鑑鑑     下下 瀬瀬 環環       

★ 上記以外の新着資料もございます★ 

★貸出中の際は、予約も可能です。詳しくは職員へお声かけください★ 

★新着資料は右のＱＲコードからもご確認いただけます。 



                                                  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7月 24日は河童忌。今回は芥川竜之介の文

学忌（命日）にちなんだ作品を紹介します。   

偶然目撃した河童を追い、迷い込んだ「河童

の世界」での体験について、精神病患者第二十

三号が独白するというかたちで展開する短編。

乾いて不穏な空気が通奏低音となって物語全

体を覆い、著者の精神状態が色濃く影を落とし

ていると評される本作を書き上げた５カ月後、

芥川は自ら命を絶ちました。享年 35歳。 

書名 『河童 他二編』 

著者 ： 芥川 竜之介 

資料コード ： 0810289074 

書名『ジークの魔法のハーモニカ』 

著者：ウィリアム・スタイグ 

資料コード：0820114140 

書名：『「艦砲
かんぽう

ぬ喰
く

ぇー残
ぬく

さー」物語  

-「でいご娘」と父・比嘉恒敏が歩んだ沖縄-』        

著者：仲松昌司 

資料コード：0810329181 

 繁多川図書館が開館して早 15年。 

開館当初は少なかった蔵書数も、今は

64000 冊にまで増えました。その内児童書

の数は 22000冊あまり。中には大人気で月

に何度も借りられる本もあれば、全然借りら

れない本も…。その中でもこの絵本は、15

年間 1度も借りらていない、繁多川で唯一の

奇跡の 1冊！果たして内容は！？ 

…それはぜひ、読んでみてからのお楽しみ！ 

 

繁多川図書館職員オススメの本を紹介いたします 

本は図書館のカウンター横に展示しています♪ 

北海道の湖が見渡せる丘の上でパンカフ

ェ「マーニ」を始めた夫婦、りえさんと水

縞くん。水縞くんがパンを焼き、りえさん

がそれに合うコーヒーを淹れ、料理をつく

る。一年を通し、それぞれの季節にさまざ

まな想いを抱いて店を訪れたお客が見つ

けた“しあわせ”とは？ 

北海道の雄大な景色とともに、日常を生き

る人々の模様がつづられる。バラエティ番

組とは違う、大泉洋の“静”のお芝居にも

注目！ 

タイトル  『しあわせのパン』 

資料コード：0830030697 

私たちはみんな艦砲射撃の喰い残し・・ 

今なお人々の心を揺さぶる「艦砲ぬ喰ぇー

残さー」。それは、鉄の暴風を生き抜いたウチ

ナーンチュたちの戦後が何であったのかも浮

き彫りにする歌だった。 

いくさ世と戦後の苦難を歌った名曲をめぐる

家族の物語 ―本書帯よりー 



  

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（11 月３日・文化の日は開館） 

・年末年始 

・特別整理期間（日程は別途お知らせします） 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

２週間で読めるだけ 

（まんがセットは２点まで） 
２週間 

全資料合わせて 30 点

（30 点のうち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、市民協働プラザ・真和志・首里

の各支所にもございます 

８８８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 

 

 

 

※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 

 

７７７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 

 

 

 

※新型コロナウイルス感染拡大の状況により、臨時休館する場合があります。 

★毎週水曜日(第 3 水曜日はのぞく)：（乳幼児対象）ぴよぴよおはなし会 

◆毎月第２・４土曜日：定例おはなし会 

※おはなし会はコロナウイルス感染拡大の状況により中止となる場合があります。 

※

  は休館日です 
 



　　
　　

第67回　青少年読書感想文全国コンクール　課題図書リスト

書名 著者 出版社

あなふさぎのジグモンタ とみなが まい ひさかたチャイルド

そのときがくるくる すず きみえ 文研出版

みずをくむプリンセス スーザン　ヴァーデ さ・え・ら書房

どこからきたの?おべんとう 鈴木 まもる 金の星社

わたしたちのカメムシずかん 鈴木 海花 福音館書店

ゆりの木荘の子どもたち 富安 陽子 講談社

ぼくのあいぼうはカモノハシ ミヒャエル　エングラー 徳間書店

カラスのいいぶん 嶋田 泰子 童心社

エカシの森と子馬のポンコ 加藤 多一 ポプラ社

サンドイッチクラブ 長江 優子 岩波書店

おいで、アラスカ! アンナ　ウォルツ フレーベル館

オランウータンに会いたい 久世 濃子 あかね書房

ウィズ・ユー 濱野 京子 くもん出版

アーニャは、きっと来る マイケル　モーパーゴ 評論社

牧野富太郎 清水 洋美 汐文社

水を縫う 寺地 はるな 集英社

兄の名は、ジェシカ ジョン　ボイン あすなろ書房

科学者になりたい君へ 佐藤 勝彦 河出書房新社

第65回　西日本読書感想画コンクール　指定図書リスト

書名 著者名 出版社

みらいのえんそく ジョン　ヘア あすなろ書房

カメレオンのかきごおりや 谷口 智則 アリス館

ぼくのすきなおじさん 長 新太 絵本塾出版

わたしたちのえほん 南谷 佳世 文溪堂

こんにちは!わたしのえ はた こうしろう ほるぷ出版

ぼくのきもちはね コリ　ドーフェルド 光村教育図書

にくのくに はらぺこめがね 教育画劇

トラブル旅行社(トラベル)　砂漠のフルーツ狩りツアー 廣嶋 玲子 金の星社

鬼遊び　鬼よぶわらべ歌 廣嶋 玲子 小峰書店

花のすきなおおかみ きむら ゆういち 新日本出版社

ぼくのあいぼうはカモノハシ ミヒャエル　エングラー 徳間書店

みんな、星のかけらから ジーン　ウィリス フレーベル館

宿題ロボット、ひろったんですけど トーマス　クリストス あかね書房

トップラン つげ みさお 国土社

ぼくたちの緑の星 小手鞠 るい 童心社

イルカと少年の歌 エリザベス　レアード 評論社

青いスタートライン 高田 由紀子 ポプラ社

イナバさん! 野見山 響子 理論社

ある日、透きとおる 三枝 理恵 岩崎書店

赤毛証明 光丘 真理 くもん出版

ワタシゴト 中澤 晶子 汐文社

中
学
年

高
学
年

中
学

低
学
年

中
学
年

高
学
年

中
学

高
校

低
学
年

読書感想文・感想画の課題図書・指定図書は
6月～9月のあいだ 貸出・予約⇒１人２冊

期間⇒１週間 となります！


