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今月の特集 
 

一般・・・「横溝正史ミステリ ＆ 

             ホラー大賞」 
 

児童・・・「こわいはなし」 

「推
お

し本」 

来館時のおねがい 
 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、利用者の皆さまにも以下の対策を

お願いします。 

・来館の際は、マスクの着用と手指の消毒をお願いします。 

・発熱など、体調の悪い方は来館をお控えください。 

・換気のため窓を開けています。熱中症にご注意ください。 

・混雑を避けるため、なるべく少人数でのご来館をお願いします。 

・館内が混雑する場合は、一時的に入館を制限する場合があります。 

 

皆さまのご理解とご協力をお願いします。 



夏休みの反省と 

いえば？ 

クラスのイヤな 

ところといえば？ 

書き初めに書いた言葉といえば？ 

身のまわりにある話題から、憲法について 

学んでいこう。１０５の重要 

      キーワードで 

よみとく!!       

 

 

 

 

分類 書名 著者名 出版社 

哲学 眠れなくなるほど面白い哲学の話 中谷 彰宏∥著 リベラル社 

哲学 泣いている子どもにイライラするのはずっと「あなた」が泣きたかったから 福田 花奈絵∥著 サンマーク出版 

社会 わたしは分断を許さない 堀 潤∥著 実業之日本社 

社会 東大式ふせん勉強法 清水 章弘∥著 ﾃﾞｨｽｶｳﾞｧｰ･ﾄｩｴﾝﾃｨﾜﾝ 

自然 悪のいきもの図鑑 竹内 久美子∥著 平凡社 

技術 ＬＩＮＥで困ったときの解決＆便利技 リンクアップ∥著 技術評論社 

技術 若々しいグレイヘアの作り方Ｂｏｏｋ  主婦の友社 

産業 あなたのペットが迷子になっても 遠藤 匡王∥著 緑書房 

芸術 もう一度見たくなる 100 本の映画たち 立花 珠樹∥著 言視舎 

芸術 写実絵画の画方たち  平凡社 

語学 あいうえおフォニックス スーパーファジー∥著 KADOKAWA 

文学 私の漱石 岩波書店編集部∥編 岩波書店 

小説 雪と心臓 生馬 直樹∥著 集英社 

小説 探偵コナン・ドイル ブラッドリー・ハーパー∥著 早川書房 

他にもたくさんあります！ 

  

                                 

 

 

 

 

 

  『ほとんど憲法』 小学生からの憲法入門 

  ＊木村 草太/著  朝倉 世界一/絵＊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あいちゃんのひみつ ダウン症

をもつあいちゃんの、ママからのおてがみ 

竹山 美奈子/取材･文 

えがしら みちこ/絵 

こうえん くりはらたかし/著 

せんとてん ｳﾞｪﾛﾆｸ･ｺｰｼｰ、ﾛｰﾗﾝ･ｼﾓﾝ/著 

たまごにいちゃんとげんちゃん あきやま ただし/作・絵 

ﾃｨﾓｼｰとｻﾗ たのしいおうち 芭蕉 みどり/作･絵 

植物たちの生き残り大作戦 藤井 義晴/著 

スーパーコロコロドミノ装置 野出 正和/著 

スーパー戦隊大図鑑 DX(ﾃﾞﾗｯｸｽ) 松本麻依子 花立 健/編集 

レッツはおなか ひこ・田中/さく 

やがらす魔道具店と黒い結末 田丸 雅智/著 

ロウリーのいい子日記 親友グレッグの伝記 ジェフ・キニー/作 

ぼくたちのリメイク７ 木緒 なち/著 

新着図書のご紹介 

児童書

じ ど う し ょ

 ＆ Ｙ Ａ

ﾔﾝｸﾞｱﾀﾞﾙﾄ

 
幼児～高校生まで 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雑誌の館内最新号は貸出・コピーができません。館内閲覧のみとなります。 

次の号が入り次第、貸出可能となります。 

 

 
書   名 著者名等 出版者 

１ 同じクラスに何かの主人公がいる 昆布山葵 ㈱ KADOKAWA 

2 琉球王国の象徴 首里城 當眞 嗣一 ㈱ 新泉社 

３ これならわかる沖縄の歴史 Q&A 楳澤 和夫 ㈱ 大月書店 

4 記憶は罪ではない 大城 貞俊 ㈱コールサック社 

5 沖縄芸術の科学  第 32号  
沖縄県立芸術大学附

属研究所 

6 赤瓦の家 川田 文子 ㈱ 高文研 

7 句集 二月風廻り 渡嘉敷 皓駄 現代俳句協会 

8 沖縄田舎牧師の徒然草 當銘 由正 球陽出版 

新しく入った郷土関係の本(新着) 

 

 

（内容は雑誌より抜粋） 

大人も読みたい こどもの本 100 
 

世界中で読み継がれてきた絵本や児童書の名作は、こどもたちだけのものにしておくには 

もったいないほど、色彩やデザイン、物語性に富み、心に安らぎを与えてくれます。 

『エルマーのぼうけん』『くまの子ウーフ』『星の王子さま』『モモ』… 

家で過ごす時間が長くなった今、大人にこそ読んでほしい、楽しい絵本とノスタルジックな 

童話の世界をまとめます。 

 

 

 

秋は「やってみたい」をやってみよう!! 
 

＊わたしが「始める」ために、やめたこと。＊今、本当に必要な秋のトレンド５アイテム 

＊秋買うなら理由のある靴とバッグじゃないと。 などなど･･･ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                 

                                                   

 

 

 

 

は休館です                                  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開館時間 

月～木 9：30～19：00 

土曜日 9：30～18：00 

日曜日 9：30～17：00 

休館日 

金曜日（祝日の場合は前日も） 

年末年始・国民の休日・慰霊の日 

館内整理日（毎月第 3 水曜日） 

特別整理期間（年間 15 日以内） 

 

 本・雑誌・紙芝居 AV（CD・DVD） 

貸出期間 2 週間 1 週間 

貸出冊数 2 週間で読める程度 全館で 2 点 

 ※長期延滞（1 ヶ月以上）がある場合は、

返却しないと貸出できません。 

予約件数 
本・AV（CD・DVD）あわせて 30 点  

（AV は 2 点まで） 

ネット利用 中学生以上 1 人 30 分 

 

9 月 

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    

 

図書館利用案内 ブックポストについて 

 図書館が閉まっている時は、外階

段２階の図書館入口横か、公民館の

ピロティー側玄関横のブックポス

トをご利用ください。 

 返却は、那覇市立のどの図書館で

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

所本庁舎に設置されているブック

ポストもご利用できます。（回収に

は数日かかることもあります） 

※CD・DVD は壊れやすいので、

カウンターにお返しください。 

毎週土曜日、11時から開催している「定例おはなし会」は、 

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、中止いたします。 

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。 

 

9月 16日(水) 

【館内整理日】は

臨時開館します！ 


