
休館日：月曜日・館内整理日 

・祝日 

※但し、新型コロナウイルス感染状
況によっては変更もあります。 
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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 

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。 

開館時間 

火～金曜日 9：30～19：00

土・日曜日  9：30～18：00 

発行：那覇市立中央図書館  2020年 8月  Ｎｏ．210 

〒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                    

返却し忘れている本などはありませんか？  

 4月 13日～5月 20日までの間、臨時休館がありました。臨時

休館前に借りて、返却しそびれていた本などはございませんか？長

期延滞状態になってしまうと本の貸出ができなくなりますのでご注

意ください。また予約が入っており、次の方が待っている本もござ

いますので、お早めの返却をよろしくお願いいたします。 

 

ブックポストについて 

 図書館の閉館時または返却のみの場合は、図書館入口横のブ

ックポストをご利用ください。 

 返却は、那覇市立図書館及び人材育成支援センター「まーい

まーい NAHA」でも可能です。また首里支所、真和志支所、な

は市民協働プラザ、市役所本庁舎に設置のブックポストでも可能

です。 

★ＣＤ・ＤＶＤは壊れやすいのでカウンターにて返却下さい。 

※那覇市立病院のブックポストは新型コロナウイルス感染拡大防止の

ため当面のあいだ、利用停止しています。 

※小禄支所のブックポストは建替え工事のため利用停止しています。 

 
新型コロナウイルス感染拡大防止への 

対策について 

当館では、新型コロナウイルス感染拡大のリスクを軽

減するため対策を行っております。但し、状況が日ごと

に変わっていくため、最新の対策状況については、那覇

市立図書館ＨＰをご覧いただくか、館内入口等に掲示さ

れている注意書き等をご確認のほど宜しくお願いいた

します。 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、利用者の皆

様にはご丌便をおかけしておりますが、何卒、ご理解と

ご協力のほどお願いいたします。 

 

 

≪おもちゃ病院について≫ 

第 4土曜日（8月 22日）の開院予

定ですが、感染状況により中止の場

合もありますので、事前に状況をご

確認の上、ご来館くださいますよう

お願いいたします。 

 尚、新型コロナウイルス感染拡大

のリスクを軽減するため、当日、人

数制限を行う場合もありますので、

ご理解のほどお願いいたします。 

 

 ※※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。 

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

888 月月月   

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


 

 

          

 

               

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

今夏は新型コロナウイルス感染予防のため、外出や集まりを控え「リモート会議」などモニ

ター越しに対面する場面を目にするようになりました。本当は気兼ねなく顔を合わせて喜怒哀

楽を共有する時間を持ちたいところですが、その楽しみはもう少し先になりそうです。そこで

今月は、〝語り合った気分になれそうな本″特集です。深く語り合う対談本や【○○さん教え

て！』などの問答本、インタビュー本をそろえます。著者や登場人物と語り合う気持ちで読ん

でみてはいかがですか。 

『ご本出しときますね？』文筆系トークバラエティ 若林正恭 編（ポプラ社） 

『本物には愛が。みんな一緒』100年インタビュー 黒柳徹子 著（PHP 研究所） 

『人は愛するに足り、真心は信じずに足る』中村哲 ・澤地久枝 著(岩波書店) 

『人間の未来 ＡＩの未来』山中伸弥・羽生善治 著（講談社） 

『谷川俊太郎質問箱』谷川俊太郎 著（HOBONICHI BOOKS） 

『お茶をどうぞ 対談 向田邦子と 16人』向田邦子 著（河出書房新社） 他 

 

色々なテーマにそった 

オススメの本、見てみませんか？ 

夏休みこども向け企画！ 

★新型コロナウイルスの感染状況によっては内容の一部変更もしくは中止の場合もあり

ます。事前のご確認をお願いいたします。 



書名 著者 書名 著者

　▲ハロウィンのおきゃくさま レオ・ランドリー/作 　★ふたご探偵　2 ペニー・ワーナー/著

　▲やさいばたけカーレース やぎ　たみこ/作 　★ふたご探偵　3 ペニー・ワーナー/著

　▲やったね、ゾーイ
ジェリー・マーティン/
作

　★のびーる国語　四字熟語 細川　太輔/監修

　▲リーとスーのどこ？どこ？ど
こ？

コンドウ　アキ/作 　★のびーる国語　慣用句 細川　太輔/監修

　▲おすしやさん ひらぎ　みつえ/作 　★のびーる国語　ことわざ 細川　太輔/監修

　▲とくべつなひ 山本　りくお/作 　★鬼遊び 廣島　玲子/著

　▲メルルとようかいのおしゃれや
さん

みみ　つぐみ/作 　★コロッケ堂のひみつ 西村　友里/著

　▲おはよう　おやすみ　ぼくのせ
かい

マーガレット・
ワイズ・ブラウン/作

　★おしっこもらスター 田中　六大/著

　▲森のゲオルグ ノーブスミー/作
　★絶対に見つからないいきものさ
ん

カルロ・ピノ/著

　▲ひみつのおかしだおとうとうさ
ぎ

ヨンナ・
ビョルンシェーナ/作

　◆美男子作画 神技作画シリーズ

　▲うんがよくなりますように
　　おとうとうさぎ

ヨンナ・
ビョルンシェーナ/作

　◆イラストで食う技術 神技作画シリーズ

　▲おろろん　おろろん 石黒　亜矢子/作 　◆探偵AIのﾘｱﾙ・ﾃﾞｨｰﾌﾟﾗｰﾆﾝｸﾞ 早坂　吝/著

　★貸出禁止の本をすくえ！ アラン・グラッツ/著 　◆犯人IAのｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝｽ・ｱﾝﾌﾟﾘﾌｧｰ 早坂　吝/著

　★校門の白魔女は知っている 藤本　ひとみ/原作 　◆きみがいてよかった 小林　深雪/著

　★やかまし村の子どもたち
アストリッド・
リンドグレーン/著

　◆スベらない同盟 にかいどう青/著

 ▲えほん  ★児童書  ◆ＹＡ（ヤングアダルト：中高生向け） 

 『おろろん おろろん』  

      石黒 亜矢子/著 
まだまだ夏だ！妖怪だ！ 

でも、妖怪にも家族がいたりして… 

子どもたちだけの妖怪パレード、 

 おろろん おろろん…… 

   でも、そこに意外な 

   『こわいもの』が… 

おはなし会の 

代わりに 

クイズ 

はじめました 



出版者

集英社

研究社

南山舎

新曜社

南方新社

合同出版

南琉アカデミー

紫峰出版

資料名 著者名

毒薬の手帖 デボラ・ブラム

資料名 著者名 すごいぞ台湾

ワールドブックデザイン グラフィック社/編 世界のスープ図鑑 佐藤 政人

図書館のための災害復興法学入門 岡本 正 村上祥子のシニア料理教室 村上 祥子

公共図書館でできる知的障害者への合理的配慮 藤澤 和子/編著 まんがで読むはじめての保護猫 猫びより編集部/編

行きたい!企業ミュージアム
稲葉　美映子ほか/
執筆 しくじりから学ぶ13歳からのスマホルール 島袋 コウ

図解心理学用語大全 田中 正人/編著 いま、幸せかい? 「寅さん」からの言葉 滝口 悠生/選

世界史大図鑑 レグ・グラントほか 太神楽 鏡味 仙三郎

中国古代の神がみ 林 巳奈夫 どん底からの甲子園 タイムリー編集部/編

わたしはナチスに盗まれた子ども イングリット・フォン・エールハーフェ
ン、ティム・テイト 1手～9手詰め詰将棋202題 高橋 道雄

未来を生きるスキル 鈴木 謙介 大和言葉がまるごとわかる本 吉田 裕子/監修

日本国憲法 松本 弦人/編 世界魔法道具の大図鑑
ﾋﾟｴﾙﾄﾞﾒﾆｺ・ﾊﾞｯｶﾗﾘｵ
ﾔｺﾎﾟ・ｵﾘｳﾞｨｴｰﾘ/文

「小児性愛」という病 斉藤 章佳 宮中歌会始全歌集 宮内庁/編

いのちを選ばないで 藤井 克徳ほか/編 三年長屋 梶 よう子

図解よくわかる自治体の地域防災・危機管理の
しくみ

鍵屋 一 人外 松浦 寿輝

はじめての子ども手話 谷 千春/監修 女盛りは不満盛り 内館 牧子

イラストでわかる伝統衣装　韓服・女性編 禹 那英 イヴの末裔たちの明日 松崎 有理

世界を変えた150の科学の本 ブライアン・クレッグ 空は逃げない まはら 三桃

COPDのことがよくわかる本 桂 秀樹/監修 沈黙する知性
内田 樹
平川 克美

慢性閉塞性肺疾患COPDの安心ごはん 福永 興壱ほか ゴーストリイ・フォークロア 南條 竹則

ギャンブル依存症 吉岡 隆/編集 ヴィレット　上・下巻 シャーロット・ブロンテ

その症状、がんのサインかもしれません 佐藤 典宏 バービカンの秘密 J.S.フレッチャー

知っておきたい「がん講座」 中川 恵一 アルジェリア、シャラ通りの小さな書店 カウテル・アディミ

寝ながら1分!脊柱管狭窄症を自分で治す本 白井 天道 どこか、安心できる場所で パオロ・コニェッティほか

関節・骨を守る295のQ&A事典
「きょうの健康」番組制作班、主
婦と生活社ライフ　プラス編集部
/編

糖尿病腎症の毎日ごはん
長坂 昌一郎
菅野 丈夫

からだと性の教科書　世界中の女子が読んだ!
エレン・ストッケン・ダール
ニナ・ブロックマン

上手に食べて、ずーっと健康!栄養を捨てないシニ
アの簡単レシピ

柳沢 幸江/監修

沖縄・慶良間の「集団自決」 伊藤 秀美

渡辺 芳郎∥編著

琉球音楽の発声 仲村 善信

奄美群島の歴史・文化・社会的多様性

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

平田 恵美子∥作，磯崎 主佳∥絵ばぁばがえみーだったころ

根の場所をまもる 沖縄・備瀬ムラの神人たちと伝統行事の継承 石井 宏典

精霊の宿る川 日本で一番魚種が多い、沖縄県西表島の浦内川

資料名 著者名

初級沖縄語 花薗 悟

笠井  雅夫∥著・写真

焼け跡の高校教師 大城 立裕


