
開館時間 

火～金曜日 9：30～19：00

土・日曜日  9：30～18：00 
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休館日：月曜日・祝日 

日 月 火 水 木 金 土
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20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

那覇市立中央図書館 

中央図書館の利用再開について 

 

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、8 月上旬から

臨時休館しておりましたが、警戒レベルが引き下げられま

したので、8月 30日より段階的に再開いたしております。 

 

＊＊＊＊＊＊ 再開するサービス ＊＊＊＊＊＊ 

☆図書館カウンターまでの入館（人数制限あり） 

☆本や資料の予約受付・予約の受取・返却 

☆一部の本の貸出 

☆利用者カードの作成 

☆所蔵検索 

＊＊＊＊＊ 制限・停止するサービス ＊＊＊＊ 

★新聞等館内閲覧 

★インターネット利用 

★レファレンス（調べもの） 
 

☆ ☆ ☆ ☆ ☆  ご協力のお願い  ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 

・来館の際は、マスクを着用してください。 

・来館・退館の際は手指を消毒してください。 

・体調丌良の方は来館をお控えください。 

また、 

※換気を行っております。 

※密集回避をお心がけください。 

※咳エチケットをお心がけください。 

※密接回避をお心がけください。 

 
新型コロナウイルス対策を講じながらの一部開館となりま

す。利用者の皆様の安心・安全の為にも引き続きご理解とご

協力をお願いいたします。 
 

☆但し、開館内容については、新型コロナウイルスの感染状況に

より、随時変更となるため最新の情報は那覇市立中央図書館の

ホームーページ又は図書館内の案内掲示にてご確認ください。 

 

≪第 4土曜日のおもちゃ病院≫ 

9 月は開院予定ですが、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。 
 

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、真心は信ずるに足る』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？ 

子ども向け企画！ 

★このページの企画等は、新型コロナウイルスの

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。 

 

9月 18日『しまくとくばの日』関連企画 

「つかってみよう☆しまくとぅば」 

9月 8日（火）～30日（水） 

9月 18日は“しまくとぅばの日”です。 

沖縄県各地域のしまくとぅばを次世代

へ継承していこうという目的で 2006

年に沖縄県条例で制定されました。 

 方言や沖縄のわらべ歌、沖縄の昔ば

なしを収めた朗読ＣＤなどをミニコー

ナーで展示します。貸出しもできます

ので、この機会に、しまくとぅばにふ

れてみませんか？ 



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… 



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



書名 著者 書名 著者

　▲にだんベッドだいすき！ ほそい さつき/作 　★ゕベベのぼうけん 佐藤　雅彦/作

　▲わんぱくだん　てんぐのすむや
ま

ゆきの ゆみこ/作 　★こびとの台所 上田 のりこ/作

　▲スパイスれっしゃで
　　ミンナデタベルモン

uwabami/作 　★かんたんプラモデル 廣田 恵介/作

　▲まじょまじょランド ませぎ りえこ/作 　★お手伝いしましょうか？ 高橋 うらら/文

　▲こんがらがったい 星野 イクミ/作
　★とねりこ通り三丁目
　　ねこのこふじさん

山本 和子/作

　▲マツオとまいにちおまつりの町 スケラッコ/作 　★タコのターくん うみをでる 内田 麟太郎/作

　▲さわるめいろ3　（点字絵本） 杉山　純子/作 　★トクベツな日 白矢 三恵/作

　▲なんみんってよばないで。 ケイト・ルミナー/作 　★HIMAWARI 嘉成 晴香/作

　▲おかしなおきゃくさま ペク・ヒナ/作 　★台湾のひみつ 学研まんがシリーズ

　▲ひをふくやまとあおいぬま 安藤 美紀夫/作 　◆フゔンタジーの世界地図 ﾋｭｰ・ﾙｲｽ=ｼﾞｮｰﾝｽﾞ/編

　▲プラレールコレクション2019 プラレール 　◆ザ・フード・ラボ J.ｹﾝｼﾞ・ﾛﾍﾟｽ=ｱﾙﾄ/著

　▲ぽっとんころころどんぐり いわさ ゆうこ/作 　◆藤井兄妹の絶体絶命な毎日 小林 深雪/著

　★鳥のふしぎ①　くちばし 平野 敏明/監修 　◆女体の凸凹図鑑 玄光社

　★鳥のふしぎ②　はね 平野 敏明/監修 　◆マンガキャラ ゕタリ練習帳 西東社

　★鳥のふしぎ③　あし 平野 敏明/監修 　◆モンスターデザインブック 緑川 美帆/著

　▲いつも　となりで よしだ るみ/さく・え 　★しりたいフムフム熟語の話 木暮 正夫/文

　▲おべんとういっしゅうかん 出口 かずみ/さく 　★こころにズッキン熟語の話 木暮 正夫/文

　▲どうぶつ　いえるかな？ いもと ようこ/作 　★おばけがヒュードロ熟語の話 木暮 正夫/文

　▲くさいくさいチーズぼうや＆
　　たくさんのおとぼけ話

ジェン・シェスカ/文 　★かずのかずかず熟語の話 木暮 正夫/文

　▲すてきってなんだろう？ ｱﾝﾄﾈｯﾗ・ｶﾍﾟｯﾃｨ/ぶん 　★どうぶつゾロゾロ熟語の話 木暮 正夫/文

　▲くもをつくるひと 小澤 範久/文・絵
　★ぼくは気の小さいサメ次郎
　　といいます

岩佐 めぐみ/作

　▲かげパ 富安 陽子/作
　★なぜ？ どうして？
　　科学のお話　2年生

学研

　▲じゅんびはいいかい？ 末吉 里花/文 　★ぼくんちの海賊トレジャ 柏葉 幸子/作

　▲まどのそと 佐野 史郎/作
　★キャベたまたんてい
　　じごくツゕーへごしょうたい

三田村 信行/作

　▲ちいちゃな女の子のうた
　　わたしは生きてるさくらんぼ

ﾃﾞﾙﾓｱ・ｼｭﾜﾙﾂ/ぶん 　★もえぎ草子 久保田 香里/作

　▲じょうききかんしゃビーコロ ﾐﾉｵｶ・ﾘｮｳｽｹ/作・絵 　★手紙 福田 隆浩/作

　▲いっしょにのぼろう ﾏﾘｱﾝﾇ・ﾃﾞｭﾌﾞｸ/作
　◆スガリさんの感想文は
　　いつだって斜め上　2

平田 駒/作

　▲タンチョウヅルのたんじょうび 風木 一人/作
　◆ラストで君は「まさか！」と言う
　　悪魔のささやき

PHP研究所

　●ゴリラくんってほんとはね ひおき ふみか/作・絵
　◆ラストで君は「まさか！」と言う
　　冬の物語

PHP研究所

　●かばた と おとうさん 青柳 もとひろ/作・絵
　◆ラストで君は「まさか！」と言う
　　たったひとつの嘘

PHP研究所

　★あやしい植物図鑑 菅原 久夫/監修 　◆Ank:a mirroring ape 佐藤 究/作

　★危険生物超攻略図鑑 今泉 忠明/監修 　◆創作する遺伝子 小島 秀夫/作

　★どんまい歴史人物事典 大石 学/監修 　◆病弱探偵 岡崎 琢磨/作

　★超いきものとひみつの書 土門 トキオ/作 　◆りゅうおうのおしごと！　11 白鳥 士郎/作

      ▲えほん  ★児童書  ◆ＹＡ（ヤングアダルト：中高生向

 『フゔンタジーの世界地図』  

   ヒュー・ルイス=ジョーンズ/編 
 

 物語の数だけ世界がある！ ナルニゕ

国、中つ国、ホグワーツにムーミン谷ま

で?! 今まで読んだあの世界の意外な秘

密がわかっちゃうかも？    



出版者

新星出版

ボーダーインク 

七月社

南方新社

インパクト出版会

ダイヤモンド・ビッグ
社

沖縄県教育委員会

南方新社

資料名 著者名

世界お酒MAPS ジュール・ゴベール=テュルパン
アドリアン・グラン・シュミット・ビアンキ

資料名 著者名 年齢別！子育てママ&パパの頼れる絵本193 遠藤 裕美/監修

書物の破壊の世界史 フェルナンド・バエス 農家はつらいよ 寺坂 祐一

世界の神話伝説図鑑
フィリップ・ウィルキンソ
ン/編 一生に一度は見たい日本の国宝100選

日本史を学ぶための図書館活用術 浜田 久美子 絵本画家 赤羽末吉 赤羽 茂乃

江戸→TOKYOなりたちの教科書 4 岡本 哲志 日本の絵本－昭和期の作家たち 吉田 新一

一冊でわかるイタリア史 北原 敦/監修 クラシックへの挑戦状 大友 直人

コロンブスの図書館
エドワード・ウィルソン
=リー オリンピック競技おもしろ大全 雑学総研/著

韓国を支配する「空気」の研究 牧野 愛博 NINJA FIGHTING TECHNIQUES ステファン・ヘイズ

Red Mail－日本に徴兵制が復活する日 角南 正義 将棋指しの腹のうち 先崎 学

最強の相続 荻原 博子 おうちは遊びのワンダーランド 木村 研

アフターコロナ 島津 翔ほか イラストとゴロで覚える韓国語 こんぶパン/著・イラスト

10代からの批判的思考 名嶋 義直/編著 ニューエクスプレスプラス 現代ギリシア語 木戸 雅子

手話単語力アップ3週間プログラム 谷 千春/監修 東京、はじまる 門井 慶喜

最期の言葉の村へ ドン・クリック 桜の森の満開の下
坂口 安吾/著
しきみ/絵

ヴァンパイアの教科書 オーブリー・シャーマン ボナペティ! 徳永 圭

消滅絶景
ナショナルジオグラ
フィック/編 アカツキのGメン 横関 大

骨が語る人類史 ブライアン・スウィーテク 欺瞞の殺意 深木 章子

植物はなぜ毒があるのか
田中 修
丹治 邦和 風と双眼鏡、膝掛け毛布 梨木 香歩

社会脳から心を探る
日本学術協力財団
/編集 いつでも母と 山口 恵以子

子どものうつがわかる本 早く気づいてしっかり治す 下山 晴彦/監修 韓国が嫌いで チャン・ガンミョン

病気知らずの医者がやっている免疫力を高める
最高の方法

小林 弘幸 無の国の門 サマル・ヤズベク

電波と生体安全性
野島 俊雄
大西 輝夫 赤いハイヒール　LLﾌﾞｯｸ

ロッタ  ソールセン/作
ビョーン・アーベリン/写真

新型コロナウイルス対策手作りマスクBOOK
国際情勢研究会/
編 <ホームズ>から<シャーロック>へ マティアス・ボーストレム

マンガでわかる女性のADHD・ASD自分らしい生
き方ガイド

福西 勇夫
福西 朱美

日本のエネルギーが危ない!
櫻井 よしこ
奈良林 直/監修

土木遺産 Ⅵ 建設コンサルタンツ協会
『Consultant』編集部∥編

脱!SNSのトラブル 佐藤 佳弘

奄美・沖縄カトリック宣教史 A.ハルブ神父∥著, 岡村 和美∥訳

沖縄芸能のダイナミズム

資料名 著者名

私たちは新聞記者 宮城 鷹夫∥編

久万田 晋, 三島 わかな∥編

沖縄で想う 上原  盛毅

チョウが語る自然史 福田 晴夫

大城 貞俊

沖縄県史 図説編  前近代 沖縄県教育庁文化財課史料編集班∥編

沖縄の祈り
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