
開館時間 

火～金曜日 9：30～19：00

土・日曜日  9：30～18：00 

 

                                                           

 

 

「つなぐ むすぶ ひらく  

那覇市制 100 周年」 
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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。 

毎週土曜日、14 時から開催している 

おはなし会は、新型コロナウイルスの 

 感染予防のため、当面の間、中止します。 

再開の時期については、決まり次第、 

HP等でお知らせします。 

第 4土曜日のおもちゃ病院の開院は、未定 

ですので、来館前に図書館へお問い合わせ 

ください。 

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

休館日：月曜日・館内整理日 

・祝日 

 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 

 

リサイクル資料提供会延期のお知らせ 

３月１日に予定していたリサイクル資料の提供会は、 

新型コロナウイルスの予防と利用者の皆様の健康と 

安全を考慮し延期となりました。開催日程については、

決まり次第、HP等でお知らせします。 

JICA 沖縄主催スタンプラリーおはなし会の報告 

2月８日のおはなし会は、SDGｓをテーマにした 

スタンプラリー参加会でした。当日は、遠方からも 

多数参加があり大変楽しいおはなし会となりました。 

 

 

1月 28、29 日に寄宮中学校・首里中学校の職場体験が 

ありました。生徒の皆さんの感想です！ 

この２日間で、利用者のためにどのような工夫をしているかがわかっ

て嬉しかったです。これからいっぱい図書館を利用したいと思います

（寄宮中 Ｓさん） 

図書館の色々な仕事を体験することができました。DVDや新聞紙など

の本以外のものの仕事もたくさん知ることができて良かったです。 

（寄宮中 Ｋさん） 

この２日間とても貴重な経験ができました。普段知らない図書館の

内部のことやポスター貼りなど細かい作業まで行っていることを知

ることができて良かったと思います。（首里中 Ｍさん） 

今回は貴重な体験をさせていただきました。私は、内部の事務でもカ

ウンター業務でも利用者のことを考え、細かで丁寧な作業を行われて

いることがとても印象に残りました。今回の体験で学んだことを学校

生活に活かしたいと思います。（首里中 Ｓさん） 
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『今からできる

日常防災』  

『大地震にそなえる 

自分と大切な人を守る方法』 『防災の便利帖』  

          
 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  書  名 朗 読 者     書  名 朗 読 者 

1 日本の名作セレクト版『徒然草』他 山根 基世 他   9 半七捕物帳 『仮面』 河野 茉莉 

2 源氏語り五十四帖〈六〉 『須磨』他 幸田 弘子   10 半七捕物帳 『一つ目小僧』 村上 麻衣 

3 源氏語り五十四帖〈七〉 『澪標』他 幸田 弘子   11 寺田寅彦随筆選 第 1巻 
響林せいじ      

（合成音声） 

4 源氏語り五十四帖〈八〉 『絵合』他 幸田 弘子   12 寺田寅彦随筆選 第 2巻 
響林せいじ      

（合成音声） 

5 銭形平次捕物控 『傀儡名臣』 後藤 敦   13 寺田寅彦随筆選 第 3巻 
響林せいじ      

（合成音声） 

6 銭形平次捕物控 『謎の鍵穴』 後藤 敦   14 日塔貞子詩集 「私の墓は」Ⅰ ＷＩＳ（ウイス） 

7 銭形平次捕物控 『地獄から来男』 後藤 敦   15 音楽朗読劇 『ヒプナゴギア』 山寺 宏一他 

8 銭形平次捕物控 『竹光の殺人』 後藤 敦 
 

16 大岡信 講演集 『折々のうた人生のうた』 

    17 沖縄〃琉球のむかしばなし ベスト 100 

 ※朗読 CDの貸出期間は 2週間、貸出の冊数制限はありません。 

返却の際は、返却ポストではなく図書館カウンターへお持ちくださいますようお願いします。 

新しく 17 枚の朗読ＣＤが入りました。心地いい語りに耳を傾けながら名作を味わ

ってみませんか。家事をしながら、仕事の息抜きに、また小さな文字が読みにくく

なってきた方にも気軽に親しんでいただけます。 

いつ、どこで起こるか分からない災害には、日頃の備えが何より大切です。 

防災についての知識を深め“もしも”の時に役立てるよう防災に関する資料

をご紹介します。この機会に、どう災害を防ぐか考えてみませんか？ 

http://2.bp.blogspot.com/-MpUo_1zq0sM/U-8HBZgY2gI/AAAAAAAAk98/c23p4UXJhZo/s800/book_zabuton.png
http://2.bp.blogspot.com/-MpUo_1zq0sM/U-8HBZgY2gI/AAAAAAAAk98/c23p4UXJhZo/s800/book_zabuton.png
http://2.bp.blogspot.com/-MpUo_1zq0sM/U-8HBZgY2gI/AAAAAAAAk98/c23p4UXJhZo/s800/book_zabuton.png
http://2.bp.blogspot.com/-MpUo_1zq0sM/U-8HBZgY2gI/AAAAAAAAk98/c23p4UXJhZo/s800/book_zabuton.png
http://2.bp.blogspot.com/-MpUo_1zq0sM/U-8HBZgY2gI/AAAAAAAAk98/c23p4UXJhZo/s800/book_zabuton.png
http://2.bp.blogspot.com/-MpUo_1zq0sM/U-8HBZgY2gI/AAAAAAAAk98/c23p4UXJhZo/s800/book_zabuton.png
http://2.bp.blogspot.com/-MpUo_1zq0sM/U-8HBZgY2gI/AAAAAAAAk98/c23p4UXJhZo/s800/book_zabuton.png
http://2.bp.blogspot.com/-MpUo_1zq0sM/U-8HBZgY2gI/AAAAAAAAk98/c23p4UXJhZo/s800/book_zabuton.png
http://2.bp.blogspot.com/-MpUo_1zq0sM/U-8HBZgY2gI/AAAAAAAAk98/c23p4UXJhZo/s800/book_zabuton.png
http://2.bp.blogspot.com/-MpUo_1zq0sM/U-8HBZgY2gI/AAAAAAAAk98/c23p4UXJhZo/s800/book_zabuton.png
http://2.bp.blogspot.com/-MpUo_1zq0sM/U-8HBZgY2gI/AAAAAAAAk98/c23p4UXJhZo/s800/book_zabuton.png
http://2.bp.blogspot.com/-MpUo_1zq0sM/U-8HBZgY2gI/AAAAAAAAk98/c23p4UXJhZo/s800/book_zabuton.png
http://2.bp.blogspot.com/-MpUo_1zq0sM/U-8HBZgY2gI/AAAAAAAAk98/c23p4UXJhZo/s800/book_zabuton.png
http://2.bp.blogspot.com/-MpUo_1zq0sM/U-8HBZgY2gI/AAAAAAAAk98/c23p4UXJhZo/s800/book_zabuton.png
http://2.bp.blogspot.com/-MpUo_1zq0sM/U-8HBZgY2gI/AAAAAAAAk98/c23p4UXJhZo/s800/book_zabuton.png
http://2.bp.blogspot.com/-MpUo_1zq0sM/U-8HBZgY2gI/AAAAAAAAk98/c23p4UXJhZo/s800/book_zabuton.png
http://2.bp.blogspot.com/-MpUo_1zq0sM/U-8HBZgY2gI/AAAAAAAAk98/c23p4UXJhZo/s800/book_zabuton.png
http://2.bp.blogspot.com/-MpUo_1zq0sM/U-8HBZgY2gI/AAAAAAAAk98/c23p4UXJhZo/s800/book_zabuton.png
http://2.bp.blogspot.com/-MpUo_1zq0sM/U-8HBZgY2gI/AAAAAAAAk98/c23p4UXJhZo/s800/book_zabuton.png
http://2.bp.blogspot.com/-MpUo_1zq0sM/U-8HBZgY2gI/AAAAAAAAk98/c23p4UXJhZo/s800/book_zabuton.png
http://2.bp.blogspot.com/-MpUo_1zq0sM/U-8HBZgY2gI/AAAAAAAAk98/c23p4UXJhZo/s800/book_zabuton.png
http://2.bp.blogspot.com/-MpUo_1zq0sM/U-8HBZgY2gI/AAAAAAAAk98/c23p4UXJhZo/s800/book_zabuton.png
http://2.bp.blogspot.com/-MpUo_1zq0sM/U-8HBZgY2gI/AAAAAAAAk98/c23p4UXJhZo/s800/book_zabuton.png


　★瓶に入れた手紙

　★おばけとしょかん

　★しまうまのたんけん

　★ひみつの妖精ハウス
　　　ドキドキわくわく空の旅

　★マックス　宇宙ステーションへ行く

　★戦国人物伝　大友宗麟

　★まじょのナニーさん
　　　青空のお友達ケーキ

　★プログラミングガールズ①

　▲はなくそだいピンチ！

　▲お月みまでの７にちかん

杉山　実/作

藤本　ともひこ/作

ローラ・ノウルズ/作

えぐち　よしこ/作

トーベ・ヤンソン/作

まるやま　なお/作

ステイシア・ドイツ/著

マルジック＆モリソー/作

あらい　しのぶ/作

キャサリン・バー/作

マメイケダ/作

あめみや　ゆずる/作

　▲ぼくたちはみんな旅をする

　▲つるつるプール

　▲それからどうなるの？

　▲ぼくにはあながある

ｔｏｓｈｉ/著

池谷　裕二/著　◆生きているのはなぜだろう。ジェフリー・ベネット/著

加来　耕三/監修

藤　真知子/著

　▲生命のれきし

　▲おなかがへった

　▲あるある　ないない

　▲うんこめいろ

　▲でんしゃにんじゃ

著者書名著者書　名

　★めざせ、和牛日本一！

　★すごい技をもつ生き物図鑑

　★ひとすじの光

　★ピンチ!!でもそれはチャンスだ！

　★ＳＴＡＲＷＡＲＳ　工作大図鑑

　◆うちに帰りたくないときによむ本

　◆飛ぶための百歩

　◆ゴースト

　◆ぼくらがアニメを見る理由

　◆神技作画
　　ゼロから学ぶプロの技

大野　正人/著

リズ・リー・ハイネッケ/著

川﨑　二三彦/監修

ジュゼッペ・フェスタ/著

ジェイソン・レノルズ/著

藤津　亮太/著

ウォルター・ウィック/著

ケリー・マケイン/著

トビイ・ルツ/著

斉藤　洋/著

ヴァレリー・ゼナッティ/著

堀米　薫/著

石田　秀輝/監修

大人気！科学漫画
サバイバル&タイム
ワープシリーズ全巻
揃えました♪ 

   ▲えほん  ★児童書  ◆ＹＡ（ヤングアダルト：中高生向け） 



著者名

関口 敦

著者名

大澤 昇平 浅香 純子

中澤 佑一 主婦の友社/編

岡崎 一実
野口 武悟/共編

中野 京子

堀井 憲一郎 戸田 拓夫

三崎 律日 君野 倫子

小川 仁志 本間 康司/絵と文

中島 隆信 加藤 一二三

井沢 元彦 岡安 学

竹内 昌彦
川村 三喜男
佐藤 弘幸

三成 美保/編著
あまんきみこ研究会/
編著

加藤 貴之 新井 素子

河崎 環 佐々木 愛

ALSOK/監修 真藤 順丈

渋澤 和世 柄刀 一

五十嵐 悠紀 鳥飼 否宇

長岡 真意子 まさき としか

野神 明人 辛酸 なめ子

川添 愛 瀬戸内 寂聴

エマニュエル・グルンドマン
ピエール=オリヴィエ　アントワーヌ 開高 健

木村 悦子 リョコモコ

木下 敬弘
千歳 はるか/監修

スチュアート・タートン

丸山 直樹

平野 浩二

ゆきりち。

大垣 賀津雄
大塚 秀三

人生のサバイバル力 佐藤 優 講談社

沖縄田舎牧師の徒然草

琉球弧・植物図鑑

當銘  由正

資料名 著者名 出版社

南の島のよくカニ食う旧石器人 藤田 祐樹 岩波書店

海人(うみんちゅ) 八重山の海を歩く

沖縄県民も知らない沖縄の偉人

西野 嘉憲 平凡社

惠 隆之介 育鵬社

原 千代子 南方新社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓↓　　　下の資料は館内閲覧のみ（貸出不可）の新刊　　↓↓

琉球弧・花めぐり

ぼくの目ざわり耳ざわり 普久原 恒勇 琉球新報社

球陽出版

片野田 逸朗 南方新社

資料名

AI救国論

文庫本は何冊積んだら倒れるか

奇書の世界史

世界のエリートが教養として身につける「哲学用
語」事典

「笑い」の解剖

逆説の世界史 3 ギリシア神話と多神教文明の
衝突

ハプスブルク家「美の遺産」

その苦しみは続かない

LGBTIの雇用と労働

消えた巨大生物

身近な生き物オス・メス「見分け方」事典

上司が萎縮しないパワハラ対策

オタク中年女子のすすめ

ALSOKが教えるおひとり女子が自分を守るため
の本

親が倒れたら、まず読む本

スマホに振り回される子スマホを使いこなす子

資料名

トコトンやさしい真空技術の本

日々のかっぽう着

50歳からは塗りすぎをやめると美しくなる

おり紙ヒコーキ大集合BOOK

マンガでわかる赤ちゃんが病気のときあわてない本

欲望の名画

インターネットにおける誹謗中傷法的対策マニュ
アル

子どもの心を動かす読み聞かせの本とは

開高健のパリ

躁うつ夫婦

イヴリン嬢は七回殺される

32歳の悩める女子が美容外科医に聞いてみた

聞こえているのに聞き取れないAPD聴覚情報処
理障害がラクになる本

流星のソード

天災は忘れる前にやってくる

屑の結晶

タピオカミルクティーで死にかけた土曜日の午後

命あれば

胃を切った人のための毎日おいしいレシピ250

糖質オフの満足弁当で夫婦ともに3か月で10キロ
ヤセました

トコトンやさしい建築材料の本

歌舞伎はじめて案内手帖

覚えておきたいオリンピックの顔

感情の整理術123

みんなが知りたかった最新eスポーツの教科書

タイ語

ニューエクスプレスプラス オランダ語

あまんきみこハンドブック

星へ行く船

プルースト効果の実験と結果

黄昏旅団

敏感っ子を育てるママの不安がなくなる本

ミリタリー用語辞典

数の女王


