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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 

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

那覇市立中央図書館 

中央図書館の再開について 

 

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、4 月中

旬より長らく臨時休館しておりましたが、5 月下旬

より段階的に再開をはじめ、6月 20日より通常開館

できることになりました。 

利用者の皆様、ご協力ありがとうございました。 

 

これからは、コロナウイルス対策を 

講じながらの開館となりますが、 

今後とも利用者の皆様のご協力を 

よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

≪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。 

毎週土曜日に開催しておりまし

たおはなし会ですが、当面の間、 

お休みとさせていただきます。 

 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。 

 

② 換気しています。 

 

利用者の皆様にも以下の対策をお願いいたします。 

・来館の際は、マスク着用をお願いします。 

・滞在時間は、1時間を目安でお願いします。 

・来館・退館の際は手指消毒をお願いします。 

・発熱等、体調不良の方は来館をお控えください。 

・利用者の皆様どうしの間隔をあけてください。 

 

皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

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


 

 

          

 

               

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7月は、七夕(7月 7日)や月面着陸の日(7月 20日)という、星に関する

行事やイベントがあります。 また、日本時間の7月20日には火星探索機「マ

ーズ 2020」がアメリカで打ち上げ予定です。人と人とが密にならずに楽し

める活動として、夜空を見上げて星を楽しむことをご提案します！ 

さらに、7月21日～8月20日の1カ月は雑誌愛読月間となっています。 

那覇市立図書館では、約 300 種類の雑誌を購読しており、その中には宇宙

に関することが書かれた雑誌もあります。そこで、星に関する記事のある雑

誌や他の図書館にしか置いていない雑誌を集めてみました。 

 これを機会に、いつもとは違う雑誌を手に取ってみてはいかがでしょうか。 

 

７月８日『なはの日』関連企画  

「なはのまち☆散策」 

   ７月 1 日（水）～14 日（火） 

 7 月 8 日は“なはの日”です。 

なはのまちの風景やなはのまちを散策し

たくなる本をミニコーナーで展示します。 

貸出もできますので、本を読んで、なはの

まち歩きをしてみては？ 

 

読書

どくしょ

感想

かんそう

文

ぶん

＆感想画

かんそうが

       
第 6６回青少年読書感想文コンクール課題図書 

 

第 6４回西日本読書感想画コンクール指定図書 
 

の貸出
か し だ し

・予約
よ や く

制限
せ い げ ん

が始
は じ

まっています！ 

                                     

★制限
せ い げ ん

期間
き か ん

：6/1（月）～9/30（水） 

★貸出
か し だ し

期間
き か ん

：１週間
しゅうかん

 
                                                               

★貸出
か し だ し

冊数
さ っ す う

：１人
ひ と り

２冊
さ つ

（課題
か だ い

・指定
し て い

合
あ わ

せて） 
 

★予約
よ や く

冊数
さ っ す う

：１人
ひ と り

２冊
さ つ

（課題
か だ い

・指定
し て い

合
あ わ

せて） 

 

１人
ひ と り

でも多
お お

くの方
か た

に利用
り よ う

していただけるよう、 

ご理解
り か い

とご協力
きょうりょく

をお願
ね が

いします！ 

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


書名 著者 書名 著者

　▲ようこそ海へ 小手鞠　るい/作 　★鬼遊び 廣島　玲子/作

　▲まんまるダイズみそづくり
ミノオカ・リョウスケ/

作
　★平成の天皇 小学館

　▲あなたがおとなになったとき 湯本　香樹実/作 　★セミクジラのぬけがら 如月　かずさ/作

　▲かぞえてみよう　1・2・3 いもと　ようこ/作
　★なぜ？どうして？

　　かがくのお話1年生
学研

　▲だれでも　おんど サトウ　マサノリ/作
　★バトル・ブレイブスVS.猛毒ヘビ

　　と殺人グモ (危険生物編）
小野　展嗣/監修

　▲かみなのに たにうち　つねお/作
　★サンゴといっしょ

　　すいぞくかん
ともなが　たろ/著

　▲ぼくたち　ハダカデバネズミ 平田　昌広/作 　★ 深海生物めいろブック WILLこども知育研究所

　▲あみ 中川　ひろたか/作
　★動物と話せる少女リリアーネ

　　プチストーリーズ

タニヤ・

シュテーブナー/著

　▲ホテルイカ 林　木林/作 　★小さな悪い本 マグヌス・ミスト/作

　▲にっぽんいいものみてみて大会 きたがわ　めぐみ/作 　◆キャラ作画 ｔｏｓｈｉ/著

　▲てつだってあげるねママ！
ジェーン・ゴドウィン&

ダヴィーナ・ベル/作
　◆ソードアートオンライン　22 川原　礫/著

　▲Ninja Boy's Secret Tina schneider/作 　◆15歳、まだ道の途中 高原　史朗/著

　★続　わけあって絶滅しました。 今泉　忠明/著 　◆大人への階段 小林　深雪/著

　★戦国人物伝　龍造寺隆信 加来　耕三/監修 　◆Webマンガの技術 神技作画シリーズ

　★南米妖怪図鑑 ホセ・サナルディ/著 　◆美少女作画 神技作画シリーズ

      ▲えほん  ★児童書  ◆ＹＡ（ヤングアダルト：中高生

 『南米妖怪図鑑』  

      ホセ・サナルディ/著 

日本以外の妖怪、気になりませんか？ 

日本妖怪もヘンテコだと思ったら 

南米の妖怪もヘンテコだった?! 

  日本とはまたひと味ちがった 

    妖怪をごらんください 

 

指定課題図書 

はじめました 
 

※貸し出しは 

一週間になります 



出版者

沖縄県文化観光スポーツ部
文化振興課

沖縄県文化観光スポーツ部
文化振興課

沖縄県文化観光スポーツ部
文化振興課

有志舎

ボーダーインク

琉球新報社

沖縄都市モノレール

琉球三線楽器保存・育成会

資料名 著者名

図説ヨーロッパから見た狼の文化史 ミシェル・パストゥロー

資料名 著者名 命の食事 南雲 吉則

水濡れから図書館資料を救おう! 眞野 節雄/編著 親ががんになったら読む本 山口 建

図書館パートナーズのつくり方 小田垣 宏和
大腸を切った人のための毎日おいしいレシピ
200

塩澤 学
藤井 理恵薫/監修

フィンランド公共図書館
吉田 右子､小泉 公
乃、坂田ヘントネン亜
希

子どもをじょうぶにする食事は、時間もお金も手間
もかからない

幕内 秀夫

面白いほどよくわかるギリシャ哲学
左近司 祥子
小島 和男 薬膳と漢方の食材小事典

東邦大学医学部東洋
医学研究室/監修

権力の日本史 本郷 和人 親が喜ぶごはんを冷凍で作りましょう 検見崎 聡美/監修・料理

日中両国の学徒と兵士 小林 一美 トコトンやさしい金属材料の本 吉村 泰治

熱気・五輪・1964
新聞通信調査会
共同通信社/編集 騒音の文明史 原 克

一冊でわかるドイツ史 関 眞興 枝元なほみの今夜はおでん 枝元 なほみ

教養としての「国名の正体」 藤井 青銅
大きな字でわかりやすいスマートフォン超入門
Android対応版

リンクアップ

池上彰の世界の見方 池上 彰 はぐれくん、おおきなマルにであう シェル・シルヴァスタイン

生きづらさに立ち向かう 前川 喜平、三浦 まり、
福島 みずほ ロンドン・ジャングルブック バッジュ・シャーム/作

天皇と神道の政治利用 思索者21 英文サインのデザイン
小林 章
田代 眞理

文藝春秋が見続けた呪われた日韓関係
月刊「文藝春秋」
編集部 写真解説でわかるユニット折り紙 色水 風介

外国人労働者の採用・雇用をめぐる実務相談
Q&A

若松 絵里 映画ポスターの歴史 イアン・ヘイドン・スミス

ファイナンシャル・リテラシー
阿部 圭司、小澤 伸
雄、木下 康彦 香木のきほん図鑑 山田 英夫

BLが開く扉
ジェームズ・ウェルカー
/編著 ぼくは翻訳についてこう考えています 柴田 元幸

英語でガイド!外国人がいちばん不思議に思う日
本のくらし

デイビッド・セイン 生きつづけるキキ‐ひとつの『魔女の宅急便』論 斉藤 洋

親のお金守ります 小早川 浩 マリアさま いしい　しんじ

禁断の果実―女性の身体と性のタブー
リーヴ・ストロームク
ヴィスト 喧騒の夜想曲

ノクターン
赤川 次郎　ほか

半ダース介護 6人のおジジとおババお世話日記 井上 きみどり ジャーゲン ジェイムズ・ブランチ・キャベル

マンガで考える障害者と社会の壁 三島 亜紀子 鏡のなかの鏡－迷宮 ミヒャエル・エンデ

古典は本当に必要なのか、否定論者と議論して
本気で考えてみた。

猿倉 信彦　ほか 私のおっぱい戦争 29歳・フランス女子の乳がん日記 リリ・ソン

世界の少数民族
イアゴ・コラッツァ
グレタ・ローパ

ユネスコ世界の無形文化遺産
マッシモ・チェンティー
ニ/編著

ドラゴンの教科書 ダグラス・ナイルズ

歴史人物怪異談事典 朝里 樹

沖縄の基地と軍用地料問題 桐山 節子

ぱなし　ちからな　しまくとぅば（今帰仁ことば）

資料名 著者名

くい　んだし　っかい　んにんに　ちまむぬい（与那国ことば） 仲原 穣//監修，宮城 一春//構成・執筆

西岡 敏//監修，宮城 一春//構成・執筆

あびらやー　ちからやー　しまくとぅば　いちまんぐち（糸満ことば） 中本 謙//監修，宮城 一春//構成・執筆

沖縄が誇る　家宝の三線展 沖縄県立博物館・美術館//編

福里 美奈子//文，ミキシズ//絵

沖縄都市モノレール開業記念誌 沖縄県都市モノレール建設室//編

おきなわの星

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓↓　　　下の2冊は館内閲覧のみ（貸出不可）の新刊　　↓↓

新島 正子，安次富 順子母と娘が伝える　琉球料理と食文化



出版者

集英社

琉球新報社

山里米子

読谷村立喜名小学校  読
み聞かせの会「よむよむ」

文藝春秋

福音館書店

『喜如嘉192人の物語』
刊行委員会

あすなろ書房

資料名 著者名

口がきれいだと、健康で長生きできる 古舘 健

資料名 著者名 発明と技術の百科図鑑 DK社/編著

えほん・絵本・134冊 増田 喜昭 よくわかる最新プラスチックの仕組みとはたらき
桑嶋 幹、木原 伸浩、
工藤 保広

現代と著作権 堀之内 清彦 「万能無水鍋」におまかせ!毎日のごはん 藤井 恵

本の索引の作り方 藤田 節子 珍奇植物LIFE 日本文芸社/編

私は本屋が好きでした 永江 朗 国宝ロストワールド
岡塚 章子、金子 隆一、
説田 晃大

脱・呪縛 鎌田 實 地球生まれで旅育ち ヤマザキ マリ

世界史ON MAP
鎌田 雅治/起草　・
編纂 鶴のおりがみBOOK 小林 一夫

近現代日本史との対話 戦中・戦後-現在編 成田 龍一 87歳と85歳の夫婦甘やかさない、ボケさせない
神津 善行
中村 メイコ

明智家の末裔たち 明智 憲三郎
すぐに試合で役に立つ!バスケットボールのルール・
審判の基本

橋本 信雄/監修

驚きの日本一が「ふるさと」にあった 山田 稔 平尾誠二名言録 平尾 誠二

2020年に行きたい!COLORFUL&HAPPY Trip 50 60歳からはじめる自転車ライフ

伏魔殿  菅義偉と官邸の支配者たち 望月 衣塑子/ほか 親と子をつなぐ継承語教育
近藤ブラウン妃美、坂本
光代、西川 朋美/編

マンガで読み解くそして日本国憲法は作られた
やまさき 拓味/作
早川 恵子/画 ニューエクスプレスプラス チベット語

星 泉
ケルサン・タウワ

Q&A外国人・留学生支援「よろず相談」ハンドブック 永井 弘行 BOOKMARK
金原 瑞人
三辺 律子/編

今さら聞けない!経済のキホンが2時間で全部頭に入る 吉田 泰史 最後の一文 半沢 幹一

移民とAIは日本を変えるか 翁 邦雄 空ニ吸ハレシ15ノココロ 園田 由紀子

「空き家」に困ったら最初に読む本 牧野 寿和/監修 沈黙の目撃者 西澤 保彦

ジェロントロジーで学ぶ40代、50代からの働き方 崎山 みゆき 男ふたりで12ケ月おやつ 椹野 道流

イラスト・写真でよくわかる　力の要らない介助術 福辺 節子/監修 沈黙の狂詩曲(ラプソディ) 日本推理作家協会/編

僕たちは育児のモヤモヤをもっと語っていいと思う 常見 陽平 本と幸せ 北村 薫

図説世界の神話伝説怪物百科 テリー・ブレヴァートン 97歳の悩み相談 瀬戸内 寂聴

科学のしくみ図鑑
ドーリング・キンダス
リー社/編 戦下の淡き光 マイケル・オンダーチェ

ビッグ・クエスチョン　<人類の難問>に答えよう スティーヴン・ホーキング モーガン夫人の秘密 リディアン・ブルック

わいるどらいふっ! 一日一種

日本のカモメ識別図鑑
氏原 巨雄
氏原 道昭

命を守る、救える!応急手当[イラスト図解]事典 横田 裕行/監修

「片づけられない…」をあきらめない! 西原 三葉

よみがえった奇跡の紅型 中川 なをみ

山本 彩香

喜如嘉  192人の物語 『喜如嘉192人の物語』刊行委員会

にちにいまし

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓↓　　　下の2冊は館内閲覧のみ（貸出不可）の新刊　　↓↓

富安 陽子∥作，蒲原 元∥画菜の子ちゃんとマジムンの森

バジル・ホールが見た琉球 バジル・ホール　他

さくらの花のように

資料名 著者名

昔物語(んかしむぬがたい) 國吉 眞正

山里 米子 他

証言沖縄スパイ戦史 三上 智恵



出版者

あけび書房

沖縄県教育委員会

砂子屋書房

ブイツーソリューション

トランスビュー

沖縄県埋蔵文化財センター
名護市教育委員会

新星出版

那覇市立中央図書館

資料名 著者名
ストレスマネジメントでめまい・耳鳴り・難聴を自分
で治す本

石井 正則

資料名 著者名 強制不妊と優生保護法 藤野 豊

図書館・まち育て・デモクラシー 嶋田 学 女子栄養大学栄養のなるほど実験室 吉田 企世子/監修

平成出版データブック 能勢 仁 かむ・飲み込むが難しい人のごはん 藤谷 順子/監修

内向型人間のすごい力 スーザン・ケイン どうする!?新型コロナ 岡田 晴恵

人生の極意 佐藤 優 エセルとアーネスト－ふたりの物語 レイモンド・ブリッグズ/作

令和につなぐ平成の30年
日本経済新聞社/
編 鼓に生きる 歌舞伎囃子方 田中佐太郎

田中 佐太郎
氷川 まりこ

わたしも、昔は子どもでした。
『子どものしあわせ』
編集部/編 流されて円楽に 流れつくか圓生に 六代目三遊亭円楽

ウェールズを知るための60章 吉賀 憲夫/編著 読むラグビー 大友 信彦

チリを知るための60章 細野 昭雄、工藤 章、
桑山 幹夫/編著 eスポーツの法律問題Q&A

eスポーツ問題研究会/
編

生きづらさについて考える 内田 樹 ニューエクスプレスプラス ヒンディー語 町田 和彦

法律トラブルを解決するならこの1冊 國部 徹/監修 シルバー川柳　千客万来編 みやぎシルバーネット/編

インターネット赤ちゃんポストが日本を救う
阪口 源太
えらいてんちょう 超シルバー川柳 みやぎシルバーネット/編

ステレオタイプの科学 クロード・スティール 鮎川哲也探偵小説選 3 鮎川 哲也

介護保険が危ない!
上野 千鶴子
樋口 恵子/編 星へ行く船シリーズ　2～8 新井 素子

必携!認知症の人にやさしいマンションガイド
日本意思決定支援
推進機構∥監修 チンギス紀　7 北方 謙三

発達障害の人が働くときに知っておきたい10の基本 宮尾 益知 銀の匙
中 勘助/作
安野 光雅/絵

ひきこもりのライフプラン
斎藤 環
畠中 雅子 神さまのビオトープ 凪良 ゆう

ドキュメントひとりが要介護になるとき。 山口 道宏/編著 紳士と淑女のコロシアム 二宮 敦人

スコットランドの妖精物語 服部 品子/訳 MGC 蓮見 恭子

21世紀の「女の子」の親たちへ おおた としまさ 穴掘り 本城 雅人

植物の生きる「しくみ」にまつわる66題 田中 修 カケラ 湊 かなえ

つらいせきが続いたら鼻の炎症を治しなさい 杉原 徳彦 僕は、死なない。 刀根 健

アレルギーっ子のごはんとおやつ 伊藤 浩明/監修 レンタルなんもしない人の“もっと”なんもしなかった話 レンタルなんもしない人

シニアの骨粗しょう症・圧迫骨折を防ぐ! 宗圓 聰/監修

脳卒中の再発を防ぐ本 平野 照之/監修

慢性腎臓病・透析&糖尿病の運動サポート 富野 康日己/編著

腎臓病たんぱく質40gの献立集 宮本 佳代子/監修

小説　もう一つの沖縄戦 新納 アキヒコ

歌集　遠海鳴り

資料名 著者名

みんなの文化財図鑑　有形文化財編 沖縄県教育庁文化財課//編

屋部 公子

沖縄「戦争マラリア」 大矢 英代

沖縄戦関係資料所蔵目録 那覇市立中央図書館

石井 正則

沖縄の看護 大嶺 千枝子

13　ハンセン病療養所からの言葉
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