
開館時間 

火～金曜日 9：30～19：00

土・日曜日  9：30～18：00 

毎週土曜日 14時～14時 30分 

 

                                                                                                                         

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

発行：那覇市立中央図書館  2020年 1月  Ｎｏ．205 

〒902‐0064 那覇市寄宮 1‐2‐15  TEL：917-3449／FAX：835-2158 

那覇市立図書館ホームページ  https://www.city.naha.okinawa.jp/lib/         

中央図書館メール lib-chuo@nirai.ne.jp                    

第 3土曜は 

「ちんなん」さん♪ 

第 4土 

「あおぞら」さん♪ 

 

 

旧年中は、皆様にご利用いただき 

ありがとうございました。 本年も 

どうぞよろしくお願い申し上げます 

 

 

那覇市立中央図書館 

※※中央図書館をご利用の皆様へ※※ 

 

旧沖縄県立図書館の駐車場は、移転に伴い、 

使用ができなくなりました。 

利用者の皆さまには、ご不便をおかけしますが、

ご理解とご協力をお願いいたします。 

絵本や紙芝居の読み聞かせを行っていま

す。お気軽にご参加ください♪ 

★第 1・2・5 土曜日：図書館職員 

★第 3 土曜日：沖縄おはなしの会伝々
ち ん

虫
なん

 

       （読み聞かせボランティア） 

★第 4 土曜日：プチ工作会 

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

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

休館日：月曜日・館内整理日 

・祝日 

休館日：月曜日・館内整理日 

・祝日 

おもちゃ病院 

毎月第４土曜日に中央図書館で開院しています。 

治らないとあきらめていたおもちゃがあれば 

一度、おもちゃドクターにみてもらいませんか。 

今月は２５日に開院します。 

１４時からプチ工作会もありますよ！ 

 
 

https://www.city.naha.okinawa.jp/lib/
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り本などの資料を大切に扱い利用していこうと思いました。また、書架整 

 『星虫年代記１・２』 

小さなグリーンの 

ある暮らし 

テラリウムやミニ盆栽、飾るだけで部屋の雰囲気が明るくなります。

今月は、そんな身近な植物の育て方や楽しみ方、見ているだけで 

癒される小さな植物の本を特集します。 

あなたも小さなグリーンのある暮らしを始めませんか。 

那覇国際高校生の職場体験がありました！生徒の感想です♪                 

今回のインターンシップ活動で、それまで詳しく知らなかった図書館の仕事や裏側を知る

事が出来ました。一つ一つの作業が新鮮で、3日間があっという間に終ったようで驚いて

います。図書館の仕事は、思ったよりも肉体労働が多く書庫から本を運び出す時は、腕や

腰にかなり負担がかかりとても大変でした。また予約資料を書架から取る作業では、数多

くある本の中から特定の本を探し出さなければならずその本がきちんと並んでいれば簡

単にみつかるのですが、並んでいなかった時には、その周辺も隈なく探さないといけなか

ったので大変でした。ブッカーを貼る作業も初めてでしたが、思ったよりも大変でした。

今回のインターンシップ活動で、表は静かな図書館の裏でとても大変な作業が行われてい

ることを知れました。今回学んだ事をこれからの人生で活かせるようにしたいです 

（1年Ｔさん） 

 

私は、普段から市立図書館を利用しています。ですが、普段利用しているだけでは、分か

らない一般・児童・逐次など各場所ごとでの仕事の内容を知り体験することができ、とて

も貴重な経験になりました。ブッカーの仕事や相互貸借の事を学ぶことでより本などの資

料を大切に扱い利用していこうと思いました。また、書架整理の仕事の大変さ、大切さを

学んだので学校の図書室でも正しい位置に本を返して並べることを意識していきたいと

思います（1年Ｍさん） 
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エブリスタ/編

今泉　マユ子/著

押谷　由夫/監修

大野　益弘/著

佐野　慎輔/著

藤井　旭/監修・写真

ボビー・ピアーズ/著

　◆徳治郎とボク

　◆魔女の子ども

　◆写真加工で作る風景イラスト

折輝　真透/著

押山　清高/著

藤守　麻行/著

菅野　雪虫/著

花形　みつる/著

ケリー・バーンヒル/著

　★ウィリアム・ウェントン①②

　◆5分後に歪んだ愛のラスト

　◆マーチング・ウィズ・ゾンビーズ

　◆作画添削教室

　◆こどもの国

　◆アトリと五人の王

　▲ぼくの名はゴロー

　▲あれ　あれ　あれれ

　▲きょうなにしてた？

　▲まほうのさんぽみち

　▲ゾクゾク！おばけのがっこうたんけん

著者書名著者書　名

　★月のみちかけ

　▲おかいものなんだっけ？

　▲たたかえ！せいぎのげんきマン

　●ねえねえ

　●そら　にげろ

さけハラス/著

大島　悠/著　◆アヴニール・エローズ田中　啓文/著

あんびる　やすこ/著

富安　陽子/著

フェリシティ・ブルックス
/作

リチャード・スキャリー
/作

マイケル・ウェイト/作

加藤　洋子/作

つちだ　のぶこ/作

はまの　ゆか/作

ロビン・ショー/作

大木　あきこ/作

宮野　聡子/作

おかい　みほ/作

長田　真作/作

長田　真作/作

　★1964東京オリンピック招致に活躍
　　　田畑政治

　★日本人初の女性オリンピック選手
　　　人見絹枝

　★生きるための「正義」を考える本

　★こどものための防災教室

　★落語少年　サダキチ

　★空色トパーズとあたらしい友だち

　★妖怪一家のウェディング大作戦

　▲かぞくってなあに？

　▲うさぎくんとママ

　▲クルマザウルスたんけんたい

   ●あかちゃんえほん  ▲えほん  ★児童書  ◆ＹＡ（ヤングアダルト：中高生向け） 

今年はねずみ年。
ねずみの絵本も
集めてるよ。 

お正月や干支の
絵本を特集します。 



出版者
東洋易学学会沖縄本
部

芙蓉書房出版

立案舎

オーロラ自由アトリエ

沖縄教販

東京商工リサーチ
沖縄支店

石川・宮森630会

ゆい出版

資料名 著者名

お抹茶のすべて 桑原 秀樹

資料名 著者名 ネット予約時代の困ったお客のトリセツ 飯野　たから

今すぐソーシャルメディアのアカウントを削除す
べき10の理由

ジャロン・ラニアー 外国人にアピールするデザインのアイデア
パイインターナショナル/
編著

ひとりでよめたよ!幼年文学おすすめブックガイ
ド200

大阪国際児童文
学振興財団/編 はじめてのAndroidプログラミング　第4版 金田 浩明

すぐ「決めつける」バカ、まず「受けとめる」知的
な人

安達 裕哉 残念なヨメちゃん! 桜田麩 コウイチ

先輩に可愛がられ、同僚に疎まれず、後輩に
慕われる女子になる

関下 昌代 手塚治虫とトキワ荘 中川 右介

世界魚類神話 篠田 知和基 かこさとしの世界
かこさとしの世界プロ
ジェクトチーム/執筆

教養としてのミイラ図鑑
ミイラ学プロジェクト
/編著 ペットボトルで作るかわいい便利こもの

トク盛り「名字」丼 高信 幸男 チケット不正転売禁止法がよくわかるQ&A
山下 貴司、宮内 秀
樹、三谷 英弘

国旗大好き!
世界国旗博学クラ
ブ 落語家、医者に頼らずがんと生きる 柳家 三壽

明智光秀 ラグビー語辞典 斉藤 健仁

新版 政治と経済のしくみがわかるおとな
事典

池上 彰/監修 eスポーツのすべてがわかる本 黒川 文雄

政治の絵本〔新版〕 学校で教えてくれない選挙
の話

たかまつ なな ニューエクスプレスプラス スペイン語 福嶌 教隆

異文化理解の問題地図 千葉 祐大 基礎からレッスンはじめてのイタリア語
アンドレア・フィオレッティ
高田 和広

発達障害の人の「就労支援」がわかる本 梅永 雄二/監修 図鑑 世界の文学者
ピーター・ヒューム/監
修

賢い子を育てる夫婦の会話 天野 ひかり 日本SF誕生-空想と科学の作家たち 豊田 有恒

子どもの結婚 親の役割とあいさつ 岩下 宣子/監修 令和と万葉集 村田 右富実

宇宙大図鑑200 宇賀島水軍伝 乾　浩

生命の歴史は繰り返すのか?
ジョナサン・B・ロソ
ス 空と湖水 植松 三十里

知って安心!不整脈パーフェクトコントロー
ル

岡村 英夫 ひよこ太陽 田中 慎弥

痛風・高尿酸血症の安心ごはん
菅野 義彦、恩田
理恵、金原 桜子 笑いのカイブツ ツチヤ タカユキ

「心の病気」がきちんとわかる本 齋藤 英二/監修 ことば事始め 池内 紀

かみやすい飲み込みやすい高齢者のやわらか
食132

江頭 文江 はっとりさんちの狩猟な毎日 服部 小雪

レアメタル・レアアースの驚くべき能力 齋藤 勝裕 密室殺人 ルーパート・ペニー

fika 世界一幸せな北欧の休み方・働き
方

芳子ビューエル

青木和子の花刺繡 青木 和子

1分で決まる!志麻さんの献立の作り方 志麻

ナチュラルおそうじ大全 本橋　ひろえ

すごい詩人の物語

資料名 著者名

東商企業要覧  沖縄県版 2019年版

欧文日本学・琉球学総論

友利 政人∥編

山口 栄鉄∥著

山之口 貘∥著

沖縄琉球暦 令和二年・庚子版 ２０２０年 東洋易学学会総本部∥編纂

まつろわぬ邦からの手紙 山口 泉∥著

島口説 謝名元慶福戯曲集 謝名元 慶福∥著

飯島 浩樹∥著

石川・宮森の慘劇 保坂 廣志・長嶺 將春∥監修

奇跡の島

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


