
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 

2月 8日（土）のおはなし会は、 

JICA沖縄主催のスタンプラリー参加会です！ 

県内各地で開催されるおはなし会に参加して 

スタンプを集めよう！ 

 

※詳しくは、図書館カウンターでおたずねください。 

                                                                                                                         

                                                          

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

    

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

発行：那覇市立中央図書館  2020年 2月  Ｎｏ．206 

〒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♪ 

 

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・おもちゃ病院 

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

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

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 

 ※※※ 医療講演会のお知らせ ※※※ 
 

 2月 25日（火）26日（水）の二日間 

図書館 2階の公民館ホールにおいて、 

南部徳洲会病院の医療講演会が開催されます。 

 

時間・講演内容については、図書館まで 

お問い合わせください。 

皆様のご来館をおまちしております。 

 

****** おもちゃ病院のお知らせ ****** 

〇1日の修理受付は１家族１個。 

〇受付時間は 15時まで。（受付数が多い場合は、早めに受付   

終了することがありますので、電話でご確認ください） 

〇おもちゃの説明書が有りましたら持参してください。 

〇修理できない場合もあります。 

〇不要なおもちゃがあれば、開院時に持参し寄贈して 

ください。 

 

https://www.city.naha.okinawa.jp/lib/
mailto:lib-chuo@nirai.ne.jp


 

 

 

                       

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 『星虫年代記１・２』 

中央図書館では、「那覇市立図書館資料除籍基準」に基づき除籍された資料のうち、 

再利用可能なものを、資源の有効活用及び市民の皆さまの知識、教養の向上に資する 

ことを目的として無料で提供いたします。                  

日時：令和 2年 3月 1日（日） 14：00～16：00 

場所：那覇市中央公民館ホール（中央図書館 2階） 

  お持ち帰り冊数：一般書＆児童書…合わせて 1人 10冊まで 

               雑誌…1人 12冊まで 

               雑誌付録…1人 1点まで 

 

★お持ち帰り用の袋等は、各自でご持参ください。 

★古書店への売却等、営利目的には利用しないでください。 

★不要になった場合、処分は各自でお願いします。 

 

     今月は、時代小説を特集します。 

 捕物帳・股旅物・市井などいろいろな時代背景の小説を展示しております。

今、活躍中の作家の作品から司馬遼太郎さんや池波正太郎さんなどおなじみの

作家さんの作品を揃えて紹介しておりますので、ぜひ一度、図書館へご来館く

ださい。 

 

 『新選組の料理人』                 『大江戸猫三昧』                 『落花』                

「つなぐ むすぶ ひらく 

 那覇市制 100周年」 
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書　名 著者 書名 著者

　▲しょうぎはじめました 間部　香代/作 　★竜之介先生、走る！ 片野　ゆか/著

　▲ありんこおみこし にしはら　みのり/作 　★北欧式　お金と経済がわかる本
グンヒル・Ｊ．
エクルンド/著

　▲みらいのえんそく ジョン・ヘア/作 　★科学ってなあに？ ジェームズ・ドイル/著

　▲せんせい 大場　牧夫/作 　★かなしきデブ猫ちゃん 早見　和真/著

　▲本屋のラク
　　～9回生きたねこのはなし～

くどう　かずし/作 　★道路はどのようにつくるのか？ 窪田　陽一/監修

　▲ひょうたんれっしゃ 齋藤　槙/作 　★写真甲子園　シャッターガール 桐木　憲一/原作

　▲なだれうさぎ 久留島　武彦/作 　★なぜなぜ？かいけつルーペくん うえたに夫婦/著

　▲はるとあき 斉藤　倫・うきまる/作　★自分を信じた100人の男の子の物語 ベン・ブルックス/著

　▲しょうがっこうがだいすき うい/作 　★アンバー・ブラウンとブランディ ポーラ・ダンジガー/著

　▲おかえりなさいアレックス 高林　麻里/作 　◆「ハッピーな部活」のつくり方
中澤　篤史・
内田　良/著

　▲きょうは泣き虫 たけがみ　たえ/作 　◆教室の灯りは謎の色 水生　大海/著

　▲おたすけトミーでばんだよ！ いしい　ひろし/作 　◆天を掃け 黒川　裕子/著

　★ヤバい「宇宙図鑑」 谷岡　憲隆/著 　◆夏に泳ぐ緑のクジラ 村上　しいこ/著

　★キャプテンマークと銭湯と 佐藤　いつ子/著 　◆きみの存在を意識する 梨屋　アリエ/著

　★ドッグマン デイブ・ピルキー/著 　◆ぼくたちは卵のなかにいた 石井　睦美/著

  ▲えほん  ★児童書  ◆ＹＡ（ヤングアダルト：中高生向け） 

2月22日はニャン、ニャン、

ニャンで「ねこの日」です。 
いろんなねこの絵本を集め
てるよ☆ 



出版者

現代書林

ボーダーインク

中央公論新社

新星出版

沖縄民俗研究会

世織書房

石垣市立図書館

沖縄県立博物館・美術館

資料名 著者名

長友佑都のファットアダプト食事法 長友 佑都

資料名 著者名 発表会の手作りコスチューム

京大変人講座 酒井 敏 ほか これならできる!DIYでリフォーム&メンテナンス 山田 芳照

よくわかる生体認証
日本自動認識シス
テム協会/編 家政婦マコのヒルナンデス!魔法のテクニック mako

VRが変えるこれからの仕事図鑑 赤津 慧 おとなのごはんと一緒に作れる子どものお弁当 阪下 千恵

図書館のための簡単な本の修理
高岡 容子/原案・
監修

商店経営者のためのスマホ決済PayPay超入門 イトウ ジュンコ

世界の書店を旅する ホルヘ・カリオン 潜入ルポamazon帝国 横田 増生

ひと目でわかる心のしくみとはたらき図鑑
黒木 俊秀/日本
語版監修

大切な親に、これなら「決心」させられる!免許返納
セラピー

志堂寺 和則/監修

天才の秘密 クラウディア・カルブ 家も頑張れお父ちゃん! ケイタイモ

人生に迷う君に送る24の手紙 永松 茂久 海外のいろんなマラソン走ってみた! りんみゆき

捨て本 堀江 貴文 まんがでわかるラグビーが面白くなる本
今泉 清
くじらい いく子

Dear GIRLS 自分らしく生きていくための28の言葉
朝日新聞「Dear
Girls」取材班 山小屋ガールの癒されない日々 吉玉 サキ

一冊でわかるイギリス史 小林 照夫/監修 単語でカンタン!旅行アラビア語会話
モハンマド・ファトヒー
石垣 聡子

アインシュタインの旅行日記
アルバート・アイン
シュタイン ニューエクスプレスプラス ポーランド語 石井 哲士朗

幻島図鑑 清水 浩史 新井素子SF&ファンタジーコレクション 1 新井 素子

四国八十八か所　まっぷるマガジン 大坂の陣 岡田 秀文

図解でわかる14歳からの地政学 鍛冶 俊樹/監修 愛と追憶の泥濘 坂井 希久子

私も相手も心地いいオトナ女子の「対応力」 有川 真由美 一分 坂岡 真

クラウドファンディングで資金調達に成功するコレだ
け!技

クラウドファンディン
グ研究会 万葉集をつくった男 小説・大伴家持 篠崎 紘一

30年後に絶対後悔しない中古マンションの選び
方

秋津 智幸/監修 人生の諸問題五十路越え 小田嶋 隆

スウェーデンの保育園に待機児童はいない 久山 葉子 越境(ユエジン) 東山 彰良

男の子ママの言葉かけ便利帳 小崎 恭弘 愛と苦悩の手紙 太宰 治

アラマタヒロシの妖怪にされちゃったモノ事典 荒俣 宏 むしろウツなので結婚かと
城伊 景季
菊池 直恵

高齢者のためのおやつレクリエーション 鈴木 恵/監修 シャーロック・ホームズ トリビアの舞踏会 田中 喜芳

恐竜博士のめまぐるしくも愉快な日常 真鍋 真

NHKガッテン!フレイル予防で、一生歩ける!介護い
らずの若返りワザ

NHK科学・環境番組部/主婦と
生活社「NHKガッテン!」編集班

強皮症のすべてがわかる本 尹 浩信　ほか/編著

部屋も頭もスッキリする!片づけ脳 加藤 俊徳

開館１０周年記念誌 沖縄県立博物館・美術館

八重山琉米文化会館資料集 石垣市立図書館

沖縄民俗研究　第５号

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

日米地位協定

資料名 著者名

共同の力　1970～80年代の金武湾闘争とその生存思想

旅する琉球・沖縄史

上原こずえ

真栄平 房昭

山本 章子

これからの「新しい栄養学」について語りましょう 秋野 公造，屋比久 勝子

おきなわ木材手帖 大城 琢麻


