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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★ 

ぴよぴよおはなし会 
☆２月５日・１２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 

定例おはなし会 
☆２月８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 

今 月 の 展 示 テ ー マ 

＜メイン＞ ・生活を彩る花／スイーツ 

＜読み聞かせ＞・おかし 

＜一般＞ ・注文の多いミステリー 

＜育児＞ ・手作りしよう！  

特別整理期間(休館)のお知らせ 

繁多川図書館は、特別整理（蔵書点検）のため、 

2 月１７日（月）～2 月２８日（金）の期間は休館となります。 

期間中、本や雑誌はブックポストへ、CD・DVD は他館、または当館の開館後にカウンターへ

お返しください。期間中の電話での延長手続きやお問合せ等も他館へお願いいたします。   

皆さまにはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解・ご協力をよろしくお願いします。 

 

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  

●● そそ んん なな にに みみ なな いい でで くく だだ ささ いい なな  aa cc cc oo tt oo tt oo  角角 川川 書書 店店  

▲▲ ちち きき ゅゅ うう  スステテイイシシーー・・ママカカナナルルテティィーー//デデイイビビッッドド・・リリッッチチフフィィーールルドド   小小 学学 館館  

▲▲ 図図 書書 館館 のの ふふ しし ぎぎ なな 時時 間間  福福本本友友美美子子//たたししろろちちささとと  玉玉 川川 大大 学学 出出 版版 部部  

▲▲ ばば らら いい ろろ のの かか ささ  アアメメリリーー・・カカロロ//ジジュュヌヌヴヴィィエエーーヴヴ・・ゴゴドドブブーー   福福 音音 館館 書書 店店  

▲▲ おお うう ささ まま のの ここ どど もも たた ちち  三三 浦浦 太太 郎郎  偕偕 成成 社社  

▲▲ クク レレ ムム とと カカ ニニ ささ んん  フフ ィィ オオ ナナ ・・ ララ ンン ババ ーー ズズ  文文 化化 出出 版版 局局  

▲▲ １１ ００ にに んん のの せせ んん にに んん  佐佐 々々 木木 ママ キキ  フフ レレ ーー ベベ ルル 館館  

▲▲ ここ んん なな もも んん   くく ええ ニニ ャャ イイ ！！  ククリリスストトフファァーー・・ササイイララスス・・ニニーールル  光光 村村 教教 育育 図図 書書  

★★ミミッッシショョンン・・パパンンダダ・・レレススキキュューー  キキッットトソソンン・・ジジャャジジンンカカ  ハハーーパパーーココリリンンズズ・・ジジャャパパンン  

★★ しし つつ なな いい ああ そそ びび のの 絵絵 本本  ＷＷ ＩＩ ＬＬ ＬＬ ここ どど もも 知知 育育 研研 究究 所所  金金 のの 星星 社社  

★★森森ののククリリーーニニンンググ店店シシララギギククささんん  髙髙 森森 美美 由由 紀紀  ああ かか ねね 書書 房房  

★★常常識識ななののにに！！大大人人もも答答ええらられれなないい都都道道府府県県ののギギモモンン   村村 瀬瀬 哲哲 史史  宝宝 島島 社社  

◆◆世世界界ののススーーパパーーカカーー図図鑑鑑 115500 台台    ススタタジジオオ  タタッックク  ククリリエエイイテティィブブ   

◆◆ ここ のの 海海 をを 越越 ええ れれ ばば 、、 わわ たた しし はは  ロロ ーー レレ ンン ・・ ウウ ォォ ーー クク  ささ ・・ ええ ・・ らら 書書 房房  

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  

Ｗ Ａ Ｎ Ｄ Ｅ Ｒ  Ｌ Ａ Ｎ Ｄ Ｌ ｉ ｎ ｏ ． / 歌 0830039503 

山山 里里 ユユ キキ 特特 集集  山山 里里 ユユ キキ // 歌歌 ‣‣ 三三 線線  00883300005500001199  

デデ ィィ カカ ペペ ララ  デデ ィィ カカ ペペ ララ // 歌歌  00883300003399444499  

ｎｎｏｏｓｓｔｔａａｌｌｇｇｉｉｃｃ  みみんんなな大大好好ききだだっったた５５００ののアアニニメメソソンンググ   オオ ムム ニニ ババ スス  00883300003399887722  

モモ ーー ツツ ァァ ルル トト のの 贈贈 りり もも のの  ヘヘルルムムーートト・・ブブララニニーー//指指揮揮  00883300003399886644  

★★ カカ ララ カカ ララ   ＫＫ ＡＡ ＲＲ ＡＡ ＫＫ ＡＡ ＲＲ ＡＡ  クク ロロ ーー ドド ・・ ガガ ニニ オオ ンン //監監 督督  00883300003399227799  

★★ 声声 優優 のの 現現 場場   スス タタ ジジ オオ ママ イイ クク ワワ ーー クク のの 基基 本本  伊伊 波波 杏杏 樹樹 他他 // 出出 演演  00883300003399778833  

●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  

学学問問  脳脳 がが めめ ざざ めめ るる 「「 教教 養養 」」  茂茂 木木   健健 一一 郎郎  日日 本本 実実 業業 出出 版版 社社  

人人生生訓訓  不不 良良 とと いい うう 矜矜 持持  下下 重重   暁暁 子子  自自 由由 国国 民民 社社  

紀紀行行  食食べべたた！！見見たた！！死死ににかかけけたた！！「「 運運 びび 屋屋
ハンドキャリー

女女子子」」一一人人旅旅  片片 岡岡   恭恭 子子  講講 談談 社社  

生生活活指指導導  ＱＱ＆＆ＡＡででわわかかるる  子子どどももののネネッットト依依存存ととゲゲーームム障障害害   樋樋 口口   進進  少少 年年 写写 真真 新新 聞聞 社社  

虫虫  ああななたたはは嫌嫌いいかかももししれれなないいけけどど、、ととっっててももおおももししろろいい蚊蚊のの話話   三三條條場場  千千寿寿・・比比嘉嘉  由由紀紀子子・・沢沢辺辺  京京子子  山山 とと 渓渓 谷谷 社社  

東東洋洋医医学学  体体ををおおいいししくくととととののええるる！！食食べべるる漢漢方方  櫻櫻 井井   大大 典典 ‖‖ 監監 修修  ママ ガガ ジジ ンン ハハ ウウ スス  

料料理理  定定番番おおかかずずががぜぜ～～んんぶぶ冷冷凍凍ででききちちゃゃっったた 110000   新新 谷谷   友友 里里 江江  主主 婦婦 のの 友友 社社  

農農業業  タタネネのの未未来来  僕僕がが 1155 歳歳ででタタネネのの会会社社をを企企業業ししたたわわけけ   小小 林林 宙宙  家家 のの 光光 協協 会会  

ﾏﾏｰーｹｹﾃﾃｨｨﾝﾝｸｸﾞ゙  ななぜぜ女女ははメメルルカカリリにに、、男男ははヤヤフフオオククにに惹惹かかれれるるののかか？？   田田 中中 道道 昭昭 ・・ 牛牛 窪窪   恵恵  光光 文文 社社  

美美術術  33 66 66 日日 のの 西西 洋洋 美美 術術  瀧 澤  秀 保 ‖‖ 監 修 三三 才才 ブブ ッッ クク スス  

英英語語  感感涙涙スストトーーリリーーでで一一気気にに覚覚ええるる英英単単語語 33000000  清 涼 院  流 水 明明 日日 香香 出出 版版 社社  

小小説説  やや っっ ぱぱ りり ミミ スス テテ リリ なな ふふ たた りり  太 田  忠 司 幻幻 冬冬 舎舎  

ﾙﾙﾎﾎﾟ゚ﾙﾙﾀﾀｰーｼｼﾞ゙ｭｭ  
愛愛をを知知っったたののはは処処刑刑にに駆駆りり立立ててらられれるる日日々々のの後後だだっったた  船 越  美 夏 河河 出出 書書 房房 新新 社社  

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

志志 乃乃 のの 花花 笠笠  喜喜 舎舎 場場   直直 子子  沖沖 縄縄 タタ イイ ムム スス 社社  

島島 々々 百百 景景  宮宮 沢沢   和和 史史  ララ テテ ィィ ーー ナナ  

ホホ ロロ ホホ ロロ ーー のの 森森 のの 生生 きき もも のの たた ちち  奥奥 土土   晴晴 夫夫  新新 星星 出出 版版  

琉琉球球歴歴女女のの琉琉球球戦戦国国キキャャララククタターー図図鑑鑑  和和 々々 ・・ 澪澪 之之 介介  ボボ ーー ダダ ーー イイ ンン クク  

上上 原原 正正 吉吉 愛愛 唱唱 歌歌 集集  金金 城城 昌昌 吉吉 ・・ 他他 ‖‖ 編編  上上 原原 正正 吉吉  

★ 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★ 



繁多川図書館行事報告  

2020 年１月１１日 土曜日、今年１回目の拡大おはなし会！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

１月１９日 土曜日、プレーパークでおはなし会！ 

 

 

 

 

手遊び「いっぴきのこねずみ」 

を、行いました 

紙しばい『ねずみきょう』 

今年の干支「ねずみ」をテーマに、 

絵本や紙しばい、大型絵本に手遊び 

様々なおはなしを楽しみました 

絵本『ネズミなんていないでしょ？』 

手遊び歌「いー正月
ソーガチ

やー」 

紙芝居『ねずみきょう』 

大型絵本『にゃーご』 

特に手遊び『やきいもぐーちーぱー』 

は、こどもたちも元気に参加していまし

た。 

最後は折り紙の三色こまをプレゼント！ 

みんなニコニコ笑顔なおはなし会でした。 

公民館主催の「プレーパーク」へ 

今回はムーチーづくりでした。 

ムーチーを蒸している間に、おもちが

テーマのおはなし会を開催。 

最後の体遊びでは、大人も子どもも 

寒さに負けず元気に参加してくれまし

た！ 



～～ 本のある風景 ～～  〔NO.72〕 

『語てぃ遊ばなシマクトゥバ』 

               ～うちなーぐちのある風景～  

儀間進/著 沖縄タイムス社 2000 年出版  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ 儀間 進 プロフィール＞ 

1931 年、那覇市首里平良町生まれ 

琉球大学文理学部国文科卒業後、公立高校教諭を歴任 

1970 年、『琉球弧』を創刊（～8 号［1978］） 

1982 年、第 16 回沖縄タイムス芸術選賞奨励賞受賞 

1987 年、『うちなぁぐちフィーリング』（沖縄タイムス社） 

により第 8 回沖縄タイムス出版文化賞受賞 

（奥付より抜粋） 『語てぃ遊ばなシマクトゥバ』   

沖縄タイムス社  

2000 年出版 

 
 ２０１９年に、ユネスコから琉球語は独立した言語として認定されたが、危機に直面

している現状から文化遺産として保存継承が叫ばれるようになった。県を始め創立二〇

年を迎える沖縄県沖縄語普及協議会、各団体の普及活動に期待している。 

 私も沖縄県沖縄語普及協議会の役員として幼稚園や小中学校等で、首里那覇を中心と

した沖縄語を教えているので、図書館の沖縄語に関する本を読むように努めている。 

 今借りて読んでいる本が、儀間進/著の『語てぃ遊ばなシマクトゥバ』で、基本的な

あいさつ、疑問をあらわす言葉、食べるから ことば遊びなど、その発想にクスクス笑

いながら読めるおもしろい本である。 

 第７話の【座る】では、 

「フィラキュン」「シッチャキヰー」「トゥンタチヰー」「ヒサマンチー」沖縄語で会話

することの少ない昨今懐かしく、「ティーグーサン」は頬杖に近く疲れているイメージ

で印象は悪い。特に食事の時は「ティーグーサンシェーナランドー」と注意を受けた。

こういった沖縄の「ムンシナラーシ」（物習わし）が私達世代にはピンとくる。 

 ことば遊びの「富士山がなかったらどうなる？」の答えが「フージガネーン」（みっ

ともない）の意。読み聞かせで富士山の写真に富士山を模った白紙でなぞなぞ遊びをし

たことがある。 

 本のある風景はうちなーぐちのある風景として『語てぃ遊ばなシマクトゥバ』をお勧

めし、うちなーぐちへの関心を高めてほしい。 

 

 

【与儀 千鶴子 子どもの本研究会会員】 



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 28 日〔金〕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 

３３３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  


