
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」 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 
当館では、新型コロナウイルス感染拡大のリスクを 

軽減するため下記の対策を実施しています。 

 

① 座席数を減らしています。 

飛沫感染を防ぐために座席を離しています。 

 

② 換気しています。 

感染の集団を防ぐため、窓を開けています。 

 

利用者の皆様にも以下の対策をお願いいたします。 

 

・風邪症状のある時は、来館を控える。 

・咳エチケットにご協力ください。 

・こまめに手洗いを行う。 

・図書館の滞在時間を短くする。 

 

皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

発行：那覇市立中央図書館  2020年 4月  Ｎｏ．208 

〒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♪ 

 

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 
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那覇市立中央図書館 

おはなし会について 
          

   毎週土曜日に開催しているおはなし会 

ですが、コロナウイルス感染拡大の防止のため 

当面、お休みとさせていただきます。 

  再開の場合は、館内の掲示や HP でお知らせ

します。 

ご理解とご協力をお願いいたします。  

 

 

 

≪第 4土曜日のおもちゃ病院≫ 

開院予定ですが、昨今の状況より

当日、開院状況をご確認の上、 

ご来館くださいますようお願い

いたします。 

 

 ※※中央図書館をご利用の皆様へ※※ 
 

中央図書館には、駐車場があり

ません。ご来館の際は、公共交

通機関をご利用ください。皆さ

まのご理解とご協力をお願いい

たします。 

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


 

 

 

 

          

 

               

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4月23日～5月 12日は「こどもの読書週間」です。「子どもたちにもっと本を、子どもたちに

もっと本を読む場所を」との願いから誕生した取り組みです。本選びは迷ってしまうという方も、

図書館には読み聞かせにおすすめの「絵本リスト」や「本のガイドブック」などがありますのでご活

用ください。子どもにとって身近な人が読んでくれる〝えほん″や‶おはなし″は、読み手の声も

含め安心感に包まれるといわれています。ぜひ夕食後や寝る前のひととき、読み聞かせを取り入

れてみませんか。 

 『星虫年代記１・２』 

『どうぞのいす』のうさぎのアイディアをまねて、『どうぞ

のえほん！』コーナーを設けます。だれかのお気に入りと

あなたのお気に入り絵本を交換してみませんか（図書館の

絵本から選んでくださいね！）どんな絵本とバトンタッチ

できるかな！一緒にたのしみましょう。 

  

赤ちゃんと赤ちゃんのまわりの人たちへ、

子育ての楽しさや心の安らぎを「絵本」ととも

に感じてほしいと願い、支援することを“ブッ

クスタート”といいます。 

那覇市では乳幼児健診の前期（9～11 か

月）に参加した赤ちゃんと保護者を対象に、絵

本の読み聞かせと絵本のプレゼントを行って

います。 

ブックスタートに参加した保護者のアンケート

には、「絵本で何を選んだらいいのか分からな

いので、すごく参考になりました。」「絵本を見

て、とても反応して喜んでくれたので、びっく

りしうれしかったです。」など、嬉しい声が寄せ

られています。 

ミニ特集コーナーでは、実際のブックスター

トの様子を写真で掲示します。赤ちゃんにおす

すめの絵本もそろえていますので、お気に入

りの絵本で楽しい時間を過ごしてください。 
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http://2.bp.blogspot.com/-MpUo_1zq0sM/U-8HBZgY2gI/AAAAAAAAk98/c23p4UXJhZo/s800/book_zabuton.png


WILLこども知育研究所

ディディエ・デニンクス/著

横山　雅司/著

中山　由美/著

野中　柊/著

小野　展嗣/監修

村中　李衣/著

　◆はじめての日々

　◆大人への階段

　◆ストライカーを科学する

北川　チハル/著

ガレット・ワイヤー/著

ｔｏｓｈｉ/著

佐島　勤/著

小林　深雪/著

小林　深雪/著

　★あららのはたけ

　★ 深海生物めいろブック

　★ふでばこから空

　★最後のドラゴン

　◆キャラ作画

　◆魔法科高校の劣等生　入学編

　▲しずかなみずうみ

　▲トロピカルテリー

　▲ぼくたち　ハダカデバネズミ

　▲おばけ　おばけ　おばけ！！

　▲とんくるりんのおやしきだいぼうけん

著者書名著者書　名

　★バトル・ブレイブスVS.猛毒ヘビと
　　 殺人グモ (危険生物編）

　▲まいごのねこ

　▲あなたがおとなになったとき

　▲まんまるダイズみそづくり

　▲ようこそ海へ

松原　良香/編

元永　知宏/著　◆レギュラーになれないきみへホセ・サナルディ/著

加来　耕三/監修

古舘　明廣/著

はやし　ますみ/作

ジェーン・ゴドウィン&
ダヴィーナ・ベル/作

コゼッタ・ザノッティ/作

山﨑　優子/作

ジャーヴィス/作

平田　昌広/作

おざわ　よしひさ/作

三池　悠/作

ダグ・カンツ/作

湯本　香樹実/作

ミノオカ・リョウスケ/作

小手鞠　るい/作

　★ルビとしっぽの秘密

　★北極と南極の「へぇ～」
　　くらべてわかる地球のこと

　★世界のＵＭＡ
　　 未確認生物データブック

　★父さんはどうしてヒトラーに
　　 投票したの？

　★南米妖怪図鑑

　★戦国人物伝　龍造寺隆信

　★うれ史！はずか史！日本史

　▲ねこぼん

　▲てつだってあげるねママ！

　▲森のあかちゃん

 

   ▲えほん  ★児童書  ◆ＹＡ（ヤングアダルト：中高生向け） 



出版者

筑摩書房

小学館

昭文社

三笠書房

ダイオキ

高文研

南山舎

京都府立大学文学部
歴史学科

資料名 著者名

親の健康を守る実家の片づけ方 永井 美穂

資料名 著者名 医者が教える赤ちゃん快眠メソッド 森田 麻里子

これからの図書館 谷一 文子 子育てを元気にする絵本 大豆生田 啓友

彗星図書館 皆川 博子 世界からコーヒーがなくなるまえに
ペトリ・レッパネン
ラリ・サロマー

13歳からのジャーナリスト 伊藤 千尋
超高齢社会の「困った」を減らす課題解決ビジネ
スの作り方

斉藤 徹

老いのトリセツ 石川 恭三 「コミックス」のメディア史 山森 宙史

図説北欧神話大全 トム・バーケット よるなんて… デビ・グリオリ/さく

地図で読み解く日本統治下の台湾 陸 傳傑 マッちゃん84歳人生店じまいはムズカシイ 沼野 正子

一冊でわかるアメリカ史 関 眞興
折って、写して、切って、貼るだけ!切り紙あそび大
全集175

桜 まあち

地球の歩き方　北欧
地球の歩き方編
集室/編 歌舞伎キャラクター絵図

辻村 章宏/イラスト・
解説

地球の歩き方aruco　スリランカ 
地球の歩き方編
集室/編 アスリートも歯がいのち! 太田 武雄

ゴールドコースト・ブリスベン ケアンズ・グレートバリ
アリーフ

ことりっぷ編集部/
編 ラグビーのルール

日本ラグビーフットボー
ル協会∥監修

こんな会社で働きたい 広島編
クロスメディアHR総
合研究所/編 「言いたいこと」から引ける敬語辞典 西谷 裕子/編

行政とデザイン アンドレ・シャミネー マンガでわかる万葉集 上野 誠/監修

マンガでわかる心理学的に正しいモンスター社員
の取扱説明書

杉山 崇/監修 茨木のり子　自分の感受性くらい

ウーマン・イン・バトル
マルタ・ブレーン/文
イェニー・ヨルダル/絵 オーガ（ニ）ズム 阿部 和重

男子は、みんな宇宙人! のじま なみ ごめん。 加藤 元

警視庁災害対策課ツイッター防災ヒント110
日本経済新聞出
版社/編 シェイクスピア警察 菅野 彰

たっぷり!保育の手あそび・歌あそび 井上 明美/編著 自閉症の僕の七転び八起き 東田 直樹

ペンギン大図鑑 デイビッド・サロモン お金本 左右社編集部/編

おしゃべりながんの図鑑 小倉 加奈子 夫のエンディングノート<Ending Note> 渡邊 妙子

新しい腸の教科書 江田 証 八人の招待客 Q.パトリック

発達障害の私が夫と普通に暮らすために書いて
いるノート

ななしのうい ヒア・アイ・アム ジョナサン・サフラン・フォア

60代から頭がよくなる本 高島 徹治 大英自然史博物館珍鳥標本盗難事件 カーク・ウォレス・ジョンソン

心がバテない食薬習慣 大久保 愛

電池BOOK 神野 将志

Advanced Love Advanced Love―上級者
カップルの愛とファッション

アリ・セス・コーエン

5秒体覚醒ダイエット 松井 薫

WOMAN'S GIFT 金城 幸政

沖縄パーフェクト本  [2020]

資料名 著者名

ニッポンお宝食材 向笠 千恵子∥文, 荒井 孝治∥写真

ヤンキーと地元 打越 正行

最新科学が明かす明和大津波 後藤 和久, 島袋 綾野∥編

沖縄の宗教・葬送儀礼・戦没者慰霊 上杉 和央∥編

あそぼん  ２０２０年度版

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

玉城 デニー沖縄・辺野古から考える、私たちの未来


