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新春おはなし会 

 １月１１日（土） １０：３０～１１：１５ 

 繁多川図書館 １階ロビー 

 無料・申込不要 

 ねずみにまつわるおはなしや紙しばい、 

手遊び うた遊びなど 

 

★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★ 

今 月 の 展 示 テ ー マ 
 

＜メ イ ン＞・ねずみ年生まれ、あつまれ～ 

＜読み聞かせ＞・ねずみ 

＜ 一 般 ＞・始めてみる！ 

＜ 育 児 ＞・じょうぶな身体をつくる 

定例おはなし会 

☆1 月 25 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 

☆無料・申込不要 

☆どなたでもご参加いただけます 

ぴよぴよおはなし会 

☆1 月 8 日・22 日・29 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・申込不要 

おはなし会スタンプラリー 図書館で旅する七大陸 

「ハロー！ともだち」 

 ２月１日（土） １０：３０～１１：１５ 

 繁多川図書館 １階ロビー 

 無料・申込不要 

 JICA 沖縄主催 おはなし会スタンプラリー 

「図書館で旅する七大陸」参加企画。 



                                                

 
  

  

  

  

                                                  

資資           料料           名名  著著   者者   名名  出出   版版   者者  

●● みみ みみ みみ みみ  川川 之之 上上 英英 子子 // 川川 之之 上上 健健  岩岩 崎崎 書書 店店  

▲▲ 北北 斎斎 のの 絵絵 本本  結結 城城 昌昌 子子  小小 学学 館館  

▲▲ たた いい ここ  樋樋 勝勝 朋朋 巳巳  福福 音音 館館 書書 店店  

▲▲ キキ ジジ ムム ナナ ーー のの キキ ーー ジジ ィィ  村村 井井 十十 彩彩  ＹＹ ＵＵ ＫＫ ＡＡ ＺＺ ＥＥ  

▲▲ 水水 のの 絵絵 本本  長長 田田 弘弘 // 荒荒 井井 良良 二二  講講 談談 社社  

▲▲ きき らら いい きき らら いい ！！  武武 田田 美美 穂穂  童童 心心 社社  

▲▲ ゴゴ ロロ ゴゴ ロロ ゴゴ ロロ ゴゴ ロロ  ああ きき びび んん ごご  くく もも んん 出出 版版  

▲▲ やや ぎぎ のの ググ ッッ ドド ウウ ィィ ンン  ドド ンン ・・ フフ リリ ーー ママ ンン  福福 音音 館館 書書 店店  

★★ 北北 欧欧 式式 おお 金金 とと 経経 済済 がが わわ かか るる 本本  ググンンヒヒルル・・ＪＪ．．エエククルルンンドド  翔翔 泳泳 社社  

★★ＮＮＨＨＫＫカカガガククノノミミカカタタ①①観観察察ししててみみよようう   ＮＮ ＨＨ ＫＫ 「「 カカ ガガ クク ノノ ミミ カカ タタ 」」制制作作班班  ＮＮ ＨＨ ＫＫ 出出 版版  

★★ 気気 象象 キキ ャャ ララ クク タタ ーー 図図 鑑鑑  筆筆 保保 弘弘 徳徳 ∥∥ 監監 修修  日日 本本 図図 書書 セセ ンン タタ ーー  

★★ ふふ しし ぎぎ なな   いい どど うう どど うう ぶぶ つつ ええ んん  くく ささ のの たた きき  金金 のの 星星 社社  

♦♦ エエ ジジ ソソ ンン   ネネ ズズ ミミ のの 海海 底底 大大 冒冒 険険  トト ーー ベベ ンン ・・ クク ーー ルル ママ ンン  ブブ ロロ ンン ズズ 新新 社社  

♦♦ 蝶蝶 のの 羽羽 ばば たた きき 、、 そそ のの 先先 へへ  森森 埜埜 ここ みみ ちち  小小 峰峰 書書 店店  

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  

R A I N B O W Ｈ Ｙ （ エ イ チ ワ イ ） 0 8 3 0 0 3 9 4 8 1 

ララ イイ ブブ ～～ ゆゆ んん たた くく とと 唄唄 遊遊 びび ～～  登登 川川 誠誠 仁仁 ＆＆ 知知 名名 定定 男男  00 88 33 00 00 33 99 44 99 00  

ララッッパパ吹吹ききのの休休日日～～ルルロロイイ・・アアンンダダーーソソンンベベスストト  ルルロロイイ・・アアンンダダーーソソンン//作作曲曲  00 88 33 00 00 33 99 44 66 55  

デディィズズニニーーププリリンンセセススベベスストト～～ススペペシシャャルルエエデディィシシｮｮンン   オオ ムム ニニ ババ スス  00 88 33 00 00 33 99 55 11 11  

★★ ミミ ララ クク ルル ズズ  フフ レレ デデ リリ ッッ クク ダダ ムム ーー ルル //監監 督督  00 88 33 00 00 33 99 66 99 44  

★★アアババロローーののププリリンンセセススエエレレナナ  大大切切なな思思いい出出    00 88 33 00 00 33 99 55 33 88  

★★ わわ かか りり やや すす いい 児児 童童 防防 犯犯 対対 策策 法法    00 88 33 00 00 33 99 77 99 11  

●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。  



                         

 

 

 
 

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  

情情報報利利用用法法  学学 びび 効効 率率 がが 最最 大大 化化 すす るる イイ ンン ププ ッッ トト 大大 全全  樺樺 沢沢   紫紫 苑苑  ササ ンン クク チチ ュュ アア リリ 出出 版版  

仏仏教教  みみ んん なな 、、 忙忙 しし すす ぎぎ まま せせ んん かか ねね ??  笑笑 いい 飯飯 ・・ 哲哲 夫夫   釈釈   徹徹 宗宗  大大 和和 書書 房房  

伝伝記記  わわたたししもも、、昔昔はは子子どどももででししたた。。    かか もも がが わわ 出出 版版  

発発達達障障害害  発発 達達 障障 害害   僕僕 にに はは イイ ララ つつ くく 理理 由由 がが ああ るる !!  かか なな しし ろろ   にに ゃゃ んん ここ  講講 談談 社社  

医医学学  不不自自由由をを自自由由にに変変ええるる魔魔法法のの仕仕事事  川川 村村   慶慶  PP HH PP 研研 究究 所所  

道道路路  高高 速速 ジジ ャャ ンン クク シシ ョョ ンン ＆＆ 橋橋 梁梁 のの 鑑鑑 賞賞 法法    講講 談談 社社  

暮暮ららしし  ここ れれ かか らら のの 暮暮 らら しし 計計 画画  柳柳 沢沢   小小 実実  大大 和和 書書 房房  

広広告告  ココ ピピ ーー ララ イイ タタ ーー ほほ ぼぼ 全全 史史    日日 本本 経経 済済 新新 聞聞 出出 版版 社社  

音音楽楽  教教養養ととししててののロロッックク名名盤盤ベベスストト 110000  川川 崎崎   大大 助助  光光 文文 社社  

会会議議  まま とと まま るる ！！ 決決 まま るる ！！ 動動 きき 出出 すす ！！ ホホ ワワ イイ トト ボボ ーー ドド 仕仕 事事 術術  谷  益 美 すす ばば るる 舎舎  

文文学学研研究究  ああままんんききみみこことと教教科科書書作作品品をを語語ららうう  あまんきみこ/長崎信仁/中洌正堯 東東 洋洋 館館 出出 版版 社社  

小小説説  オオ レレ オオ レレ のの 巣巣 窟窟  志 駕  晃 幻幻 冬冬 舎舎  

小小説説  五五 つつ 数数 ええ れれ ばば 三三 日日 月月 がが  李李   琴琴 峰峰 文文 藝藝 春春 秋秋  

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

南南 のの 島島 のの 学学 級級 日日 誌誌  砂砂 川川   亨亨  ボボ ーー ダダ ーー イイ ンン クク  

ジジ ュュ ゴゴ ンン にに 会会 っっ たた 日日  今今 泉泉 真真 也也 // 写写 真真 ‣‣ 文文  高高 文文 研研  

世世 界界 一一 のの 海海 塩塩   ぬぬ ちち まま ーー すす のの 力力  高高 安安 正正 勝勝  幻幻 冬冬 舎舎  

歌歌 集集 はは じじ まま りり はは 、、 恋恋  知知 花花   くく らら らら  ＫＫＡＡＤＤＯＯＫＫＡＡＫＫＡＡＷＷＡＡ  

私私 のの 沖沖 縄縄 ノノ ーー トト  照照 屋屋 佳佳 男男  中中 央央 公公 論論 新新 社社  

★ 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★ 



日
に ち

 時
じ

 ：１月１１日（土）１０：３０～１１：１５ 

場
ば

 所
し ょ

 ：繁多
は ん た

川
が わ

図書館
と し ょ か ん

 １かいロビー 

内
な い

 容
よ う

 ：お正月やねずみにちなんだ絵本
え ほ ん

やかみしばい、 

     手
て

遊び
あそ

などなど！そのほかい～っぱい！ 

おみやげもあるよ～ 

※無料
む り ょ う

・申込
も う し こ み

不要
ふ よ う

 

ＪＩＣＡ沖縄主催のおはなし会スタンプラリー「図書館で旅する七大陸」 

参加企画！参加した方にはスタンプを押します。 

スタンプを集めるとＪＩＣＡ沖縄図書資料室より、スタンプ２つで特製 

しおり、スタンプ３つで「沖縄では買えない記念品」がもらえますよ！ 

 

日 時 ：２月１日（土）１０：３０～１１：１５ 

場 所 ：繁多川図書館 １階ロビー 

内 容 ：「平和と公正をすべての人に」をテーマに 

おはなし会をおこないます。 
 

※無料・申込不要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 年、あたらしい年を迎
む か

えての初
は じ

めて

のおはなし会
か い

。みなさんぜひ来
き

てください

ね。 

おはなし会スタンプラリー 

図書館で旅する七大陸ｉｎ繁多川図書館 

「ハロー！ともだち」 



                                                  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

頑張っても評価されない、仕事が終わらない、

上司とあわない・・・。 

働くうえでの悩みは尽きません。本書はそんな

働き方についての悩みを「哲学」の知恵で解決。

ストーリー仕立てのマンガで哲学者の考え方が

解説されており、じぶんにとっての幸せな働き方

についてヒントが見つかりそうです。 

1/13（月）は成人の日。新たな一歩を踏みだし

た人だけでなく、生きがい・やりがいに悩んでい

る方におすすめの 1 冊です。 

 

書名『哲学ねこソフィーと学ぶ 

「働き方」幸福論』 

著者：齋藤 隆一 

資料コード：0810429992 

書名『ぼくはなきました』 

著者：くすのき しげのり 作 

   石井 聖岳 絵 

資料コード：0820244214 

参観日に、自分のいいところを発表することにな

った、ぼく。お母さんや友達のいいところはたくさ

ん見つかったけれど、自分のいいところは見つか

らない。そんなぼくに、先生は…。 

自分のいいところを考えながら、友達の長所をみ

つけていく、そうた君の健気な様子に涙。話が終

わった後、裏表紙のそうた君の顔を見てまた涙。 

読み終わったあと、心がじんわりと温かく、思わず

笑顔になる絵本です。 

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 

     沖縄全県民のみならず、日本中が衝撃 

  を受けた首里城の火災から早 2か月。青空の

下、龍潭の向こうに見えたあの勇壮優美な赤い

城が見えないことにいまだ慣れない日々。しか

し沖縄全土に広がる首里城復興に向けた動き

は、少しずつ確実に進んでいる。いつの日か再

び、あの空の下に赤き城がそびえたつ姿を想

い、昭和 60 年首里城再建プロジェクトにおい

て、幻の赤瓦を復活させるために誇りをかけて

挑んだ親子の戦いを、今一度胸に刻もう。 

書名『緊急出版 報道写真集 首里城』 

著者：沖縄タイムス社  

資料コード：0810431490 

 悲しい、悔しい、寂しい・・・。 

県民は、今だ受け入れることが困難である。 

火災から 2 週間後に緊急出版された本書は 

『首里城』がたどった歴史とともに、炎上する姿

を悲しくも美しく載せている。 

 頼もしいことに、火災翌日から率先して若い人

たちが復興に向けて声をあげた。 

世界中の人々が『首里城』の再建を願っている。 

 

作品名『プロジェクトⅩ 挑戦者たち  

炎を見ろ 赤き城の伝説』 

資料コード：0830029532 



  

２２２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 

 

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  

・特別整理期間（2020 年 2 月 17 日〔月〕～2月 27 日〔木〕は休館） 

 
 
 
 
                         
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

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、那覇市民協働プラザ・小禄・真

和志・首里の各支所、那覇市立病院にもございます 

111 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 

 

★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  

   は休館日です  


