
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 11月  Ｎｏ．212 

〒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                    

休館日：月曜日・館内整理日 

    ・祝日振替休 

日 月 火 水 木 金 土
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27 28 29 30 31

那覇市立中央図書館 

 

 

 

開院日：毎月第 4土曜日（図書館休館日を除く） 

開院時間：午前 10時～午後 4時 

受付時間：午後 3時まで 

受付数：1家族でおもちゃ 1個 

料金：無料  

 

★急な変更もありますので、当日、開院状況をご確認 

のうえ、ご来館ください。 

★修理可能件数には限りがあります。20件程になると 

 受付をお断りする場合もあります。 

★おもちゃの修理度合によっては、持ち帰りになり、 

後日の引き渡しになることもあります。 

★基本的には無料修理ですが、修理部品の実費をいた 

だく場合もあります。 

 

※※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。 

休館日：月曜日・館内整理日 

・年末休 

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

毎週土曜日に開催しておりました

おはなし会は、新型コロナウィルス

感染拡大防止のため、当面の間、お

休みとさせていただきます。 

特別開館のおしらせ 

11 月 3 日（火）の文化の日は、 

9 時 30 分から 19 時まで開館します。 

♪ツイッターやってます♪ 

行事や特集の紹介などなど 

つぶやいてます！チェックしてね！ 

https://www.city.naha.okinawa.jp/lib/
mailto:lib-chuo@nirai.ne.jp
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読書の秋・スポーツの秋・食欲の秋！！読書をしながら、お家でごはんを手作りしたり、 

世界のおやつや、毎日の“朝ごはん”を楽しんでみませんか？ 

いろんな“おいしい”を感じる本を集めました♪ 

         

 

 

 

 

 

 

 

       

      作〉ミノオカ・リョウスケ 
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沖縄を舞台にした小説は数多

く発表されており、読んでいて知

っている場所や身近な食べ物が

出てくると、物語の世界にすーっ

と入っていけますね。 

今月のミニ特集は、「沖縄が舞

台の小説やまんが」です。 

秋の夜長に、きっと楽しんでい

ただけると思いますので、ぜひ手

に取ってご覧ください。 

デイジー図書視聴コーナー 

 

視力低下や上肢のケガなど、さまざまな原因で

本を読むことが困難な方のために、デイジー図

書視聴コーナーを設けております。 

このコーナーでは、絵と音声などで、本の内容

を表示するデイジー図書を、パソコンで視聴で

きます。一般の方でも視聴可能なデイジー図書

も用意しております。 

ご利用を希望される方は、カウンターへお問い合

わせ下さい。 

 

沖縄が舞台の 

小説・まんが 
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佐竹　貫裕/作

おおい　まい/作

デイビッド・
リッチーフィールド/作

　★北斎の絵本

　★広重の絵本

　★名探偵カッレ　城跡の謎

　▲なかまさがし

　▲たべるたべるたべること

成田　良悟/著　◆Fate/strange Fake 6結城　昌子/文

結城　昌子/文

マリー・フォークト/作

てるや　ただし/作

くすのきしげのり/作

ジュリー・フォリアーノ/作

やぎ　たみこ/作

さこ　ももみ/作

アストリッド・
リンドグレーン/作

　▲ほげちゃん

　▲ゆっくとすっくと
　　　やだやだおばけ

　▲JAZZ DOG

　▲どっち？どっち？
　　　アイヌはどっち？

　▲空を飛びたくなったら

なににぬこ/作

著者書名著者書　名

　★あやしの保健室2

　▲わるものパパの
　　　だいだいだーいファン

　▲一本のホウキ

　▲パリねこミッティを探せ！

　▲イヌと友だちのバイオリン

　▲くじらすくい

　★ハートウッドホテル3

　★10分で読める名作
　　6年生

　★10分で読める名作
　　5年生

　★10分で読める名作
　　4年生

水凪　紅美子/作

板橋　雅弘/作

　★あやしの保健室3

　★クレンショーがあらわれて

　★ゾンビのホラーちゃん

　★ゾンビのホラーちゃん2

　◆俳句を楽しむ

　◆発達障害
　　　思春期からのライフスキル

　◆ボランティアをやりたい！

　◆ものがたり日本音楽史

　◆フロリクス8から来た友人

バルバラ・
カンティーニ/作

バルバラ・
カンティーニ/作

佐藤　郁良/著

平岩　幹男/著

さだまさし/著

徳丸　吉彦/著

フィリップ・K・ディック/著

キャサリン・
アップルゲイト/作

学研プラス

学研プラス

学研プラス

ケイリー・ジョージ/作

染谷　果子/作

染谷　果子/作

 

▲えほん ★児童書 ◆ＹＡ（ヤングアダルト：中高生向け）



出版者

みらいパブリッシング

榕樹書林 

高文研

光文社

新泉社

双葉社

沖縄県教育委員会

沖縄県教育委員会

資料名 著者名

ビジュアル大図鑑宇宙探査の歴史 ロジャー・D・ローニアス

資料名 著者名
最新LINE&Instagram & Twitter & Facebook &
TikTokゼロからやさしくわかる本

桑名 由美
小木曽 健

いま、子どもの本が売れる理由 飯田 一史 トコトンやさしい化粧品の本 福井 寛

その話、諸説あります。
ナショナルジオグラ
フィック/編 トコトンやさしいシリコーンの本 池野 正行/監修

伝える仕事 池上 彰 ありこんだて　arikoの、今晩なに作る? ariko

よくわかる臨床心理学 岩壁 茂/監修 パスタ図鑑

ともだちってどんなひと? （LLブック） 赤木 かん子 捨てられる食べものたち 井出 留美

20代で人生の年収は9割決まる。 土井 英司 ウェザリーの動物デッサン ジョー・ウェザリー

嫉妬の世界史（大活字本） 山内 昌之
妖怪絵草紙と怪談で楽しく学ぶ!「くずし字」読解
のポイント

山本 明

「人物相関図」で読み解く日本史の真相 後藤 寿一/監修 志村けん「笑いの神様」の一生
しむけん研究会編集部/
編

47都道府県 名字の秘密がわかる事典 森岡 浩/監修 伝統ゲーム大事典 高橋 浩徳

イラストで学ぶ地理と地球科学の図鑑 柴山 元彦
中川 昭男/日本語版監修 剣舞入門 今に生きる“サムライ”の美 鉤 逢賀

現代ネパールを知るための60章
日本ネパール協会
/編 英熟語図鑑

清水 建二
すずき ひろし

都知事、不思議の国のあるじ 葉上 太郎 日本の名作あらすじ300 造事務所/編

12歳の少女が見つけたお金のしくみ 泉 美智子 田辺聖子の万葉散歩 田辺 聖子

失敗を未然に防ぐ仕事のミスゼロ100の法則 藤井 美保代 鶴屋南北の殺人 芦辺 拓

日本びいきのハーフっ子と里帰り
小倉 マコ/原作
アベ ナオミ/漫画 コンサバター 一色 さゆり

仲良きことはよき哉 斎藤 茂太 銀二貫　上・下（大活字本） 高田 郁

星野ルネのワンダフル・ワールド・ワーズ! 星野 ルネ 商う狼 永井 紗耶子

チャイナドレス大全 文化・歴史・思想 謝 黎 京大はんと甘いもん 藤井 清美

富士山境目図鑑
山梨県富士山科
学研究所 憂き夜に花を 吉川 永青

化学大図鑑 桜井 弘/監修 孤舟　上・下（大活字本） 渡辺 淳一

外来アリのはなし 橋本 佳明/編 The Young Women's Handbook 山内 マリコ

あいうえおパンダ 高氏 貴博 100人の作家で知るラテンアメリカ文学ガイドブック 寺尾 隆吉

ザ・ヒストリー医学大百科 ジル・デイビーズ

知っておきたい感染症［新版］ 岡田　晴恵

あなたに効く15秒ストレッチ 水野 安祥

世界薬用植物図鑑 モニク・シモンズほか

ツレヅレハナコの南の島へ呑みに行こうよ! ツレヅレハナコ

赤瓦の家

資料名 著者名

トカラ列島の民話風土記 下野 敏見

川田 文子

アドラーに救われた女性たち つるた えみこ

『歴代宝案』訳注本第10冊語注一覧表 沖縄県教育庁文化財課史料編集班∥編

當眞 嗣一

歴代宝案  訳注本第10冊 沖縄県教育庁文化財課史料編集班∥編

琉球王国の象徴 首里城

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

浜口 倫太郎お父さんはユーチューバー


