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※11/3（火）は 19時までの開館です 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

新型コロナウイルス感染拡大

防止のため、毎月第 1～第 3日曜

日の午前中に実施していました

おはなし会を、当面の間見合わせ

ます。 

 再開の場合は、那覇市立図書館

のホームページや館内掲示にて

お知らせします。 

 ご理解とご協力をよろしく 

お願いします。 
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休館日：金曜・祝日・第三水曜日 

文化の日の開館のお知らせ 

11/3（火）の『文化の日』は 

図書館のみ、9 時 30 分～19 時 

までの開館となります。 

   ＊公民館は休館の為、公民館(建物 

３階)側の入口(駐車場４階連結)は 

使用できません。 

 国際通り側入口からエレベーター 

    (9：00 運行)と、2 階モノレール連結 

    側入口からエスカレーター(10：05 

運行）をご利用ください。 

   ＊3 階のトイレは使用できませんので、 

    1・2 階のトイレをご使用ください。 

 

読書週間関連企画 
 

10/27(火) ～ 11/17(火) 

 

☆ オリジナルしおりの配布 ☆ 

 

期間中カウンターにて職員手

作りのしおりを配布します。 

読書のおともにぜひどうぞ。 

(お一人様１枚・ 

なくなり次第終了） 

 

 

☆ リサイクル本の提供 ☆ 

10/27（火）～ 朝 9時 30分より 

図書館前にて提供を開始します。 

（お一人５冊まで・ 

なくなり次第終了） 

※本を入れる袋をご持参ください。 

 

 

☆ 本の福袋 ☆ 

10/27（火）～11/17(火)  

いろいろなテーマで本を集め、

福袋にして貸出します。何が入

っているかは開けてからのお楽

しみ！ 

（お一人様１セット・ 

なくなり次第終了） 

 

☆ 特別展示 ☆ 

『SDGsを知ろう！』 

ＳＤＧｓ（エスディージーズ）

って何！？ 

ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）

の基礎知識や興味を持ってもら

えるような資料を展示・貸出し

ます。 

 



資料名 著者名

ネイル大全 　小笠原 弥生∥監修

資料名 著者名 魚焼きグリルを使ってラクにおいしく作りましょう 　貝谷 郁子∥料理

AIの時代と法 　小塚 荘一郎∥著 節約女王の10分100円で作れるおかずとお弁当 　武田 真由美∥著

高校生と考える日本の論点2020-2030
桐光学園中学校　高等学
校∥編 焼売、ときどきチャーハン 　五十嵐 美幸∥著

マンガで「めんどくさい」がなくなる本 　鶴田 豊和∥著 にっぽん全国100駅弁 　櫻井 寛∥著

江戸の災害 　フレデリック　クレインス∥著 養蜂大全 　松本 文男∥著

20世紀アメリカの夢 　中野 耕太郎∥著 会社のSNS担当になったらはじめに読む本 　落合 正和∥著

旧国名でみる日本地図帳 　平凡社∥編 かわいい江戸の絵画史 　金子 信久∥監修

本当は秘密にしたいソウルのおいしいもの巡り 　東山 サリー∥著 不思議の犬 　岩田 道夫∥著

世界最凶都市ヨハネスブルグ・リポート 　小神野 真弘∥著 イラストで覚えるhime式もっとたのしい韓国語単語帳 　hime∥著

地図で読むアメリカ 　ジェームス　M.バーダマン∥著 まいにちの季語 　辻 桃子∥著

日章旗のもとでユダヤ人はいかに生き延びたか 　メロン　メッツィーニ∥著 絶対猫から動かない 　新井 素子∥著

会社で役立つ日常業務の法律知識 　矢野 千秋∥著 思い出の修理工場 　石井 朋彦∥著

会社では教えてもらえないアウトプットがすごい人の時短
のキホン

　各務 晶久∥著 代表取締役アイドル 　小林 泰三∥著

ロジカルシンキング見るだけノート 　北村 良子∥監修 武士道 鍋島直茂 　近衛 龍春∥著

Tポイントで株式投資 　矢久 仁史∥著 ここは夜の水のほとり 　清水 裕貴∥著

定年消滅時代をどう生きるか 　中原 圭介∥著 法の雨 　下村 敦史∥著

舌を抜かれる女たち 　メアリー　ビアード∥著 女神のサラダ 　瀧羽 麻子∥著

高齢者施設の費用・選び方・手続きのすべて 　岡本 弘子∥監修 怪談びたり 　深津 さくら∥著

入門障害者政策 　山村 りつ∥編著 おおきな森 　古川 日出男∥著

大水害「安全対策」完全ガイドブック 　別冊宝島編集部∥編 歌え、葬られぬ者たちよ、歌え 　ジェスミン　ウォード∥著

医療ソーシャルワーカーのストレスマネジメント 　杉山 明伸∥編著 オーバーストーリー 　リチャード　パワーズ∥著

未来の市民を育む「公共」の授業 　杉浦 真理∥編 ラ・ボエーム 　アンリ　ミュルジェール∥著

「困っている」子どものこと一番に考えられますか? 　太田 功二∥著 ドクター・マリーゴールド チャールズ・ディケンズ∥著

木星・土星ガイドブック 　鳫 宏道∥著

気づきの摂食嚥下と口腔ケア 　齋藤 真由∥著

親子で考える「がん」予習ノート 　一石 英一郎∥[著]

病院で受ける検査がわかる本 　高木 康∥共著

感染症対人類の世界史 　池上 彰∥著 資料名 著者名

子どもの発達障害誤診の危機 　榊原 洋一∥著 沖縄戦75年　戦禍を生き延びてきた人々 琉球新報社社会部∥編著

子どもの食と栄養 　青木 三惠子∥編著 海兵隊と在日米軍基地 大内　照雄∥著

最新医療事務のすべてがわかる本 　青地 記代子∥監修 「健康長寿100歳時代」の生き甲斐づくり 鈴木 信∥著

衰えた体がよみがえる最高最善の運動 　澤木 一貴∥著 沖縄エッセイスト・クラブ 作品集37 我那覇 明∥著

やめる美容 　友利 新∥著 るるぶ 沖縄’21

野菜はくすり 　村田 裕子∥監修 るるぶ 沖縄’21 ドライブ

週明け「満足サラダ」と週後半の「しっかりお肉」 　ゆきりち。∥著

自分の機嫌は「家事」でとる 　主婦の友社∥編

一般書



かいたひと かいたひと

10分あったら…
ジャン=クリストフ
ティクシエ∥作 ひらがなよんで! きのした けい∥作

きみの声がききたくて
オーウェン　コ
ルファー∥作 わんわんバス きむら ゆういち∥さく

SFショートストーリー傑作セレク
ション 怪獣篇

日下 三蔵∥編 きりんりんりん きむら ゆういち∥さく

おやこで話すはじめてのLGBTs きみ
は世界でただひとり

鶴岡 そらやす∥
著 ねんねこ

ザ　キャビンカンパ
ニー∥作

音楽が楽しくなる 関 和之∥マンガ あいたいな 阿部 結∥さく

こわいぞ!おばけりょこう 吉田 純子∥作
おかあさんは「なんでだろ
う」とおもっています

岡田 まゆみ∥さくえ

名作古典にでてくるさかなの不思議な
むかしばなし

福井 栄一∥[訳]
著 ぽめちゃん 柴田 ケイコ∥著

ふしぎ町のふしぎレストラン 2 三田村 信行∥作
アリペン とりあつかいせつめ
いしょ

ふじた あお∥文

山のトントン
やえがし なおこ
∥作 ぱぱんがパン! 柴田 ケイコ∥作

キャベたまたんていこふん時代へタイ
ムスリップ

三田村 信行∥作 けしごむぽんいぬがわん ほりかわ りまこ∥さく

インカ帝国天空の都
メアリー　ポープ
オズボーン∥著 ゴミはボクらのたからもの 326∥さく

脳科学者が子どものために考えた夢を
かなえる力ののばし方

茂木 健一郎∥著
きみにありがとうのおくりも
の

宮野 聡子∥作

未確認生物UMA攻略図鑑 もしも
UMAに出遭ったら…

山口 敏太郎∥著
サンゴと生きる 中村征夫の写
真絵本

中村 征夫∥写真　文

ナンシー探偵事務所 [2] 小路 すず∥作
ステラとカモメとプラスチッ
ク うみべのおそうじパー

ジョージナ　スティー
ブンス∥作

ねんどdeクッキングBOOK スイーツ
もごはんも本物みたいに作っちゃおう

はっとり みどり∥著 帰り道 有田 奈央∥文

はじめての子どもマナーずかん 絵で
身につく

田中 ゆり子∥監
修 おやすみ

ふじわら こういち∥
しゃしん　ぶん

水害の大研究 なぜ起こる?どうそなえ
る?

河田 惠昭∥監修 たったたった
ふじわら こういち∥
しゃしん　ぶん

知ってる?偉人たちのこんな名言 戦国
武将編1

河合 敦∥著 そらのうえ うみのそこ 長沼 毅∥監修

ゲーム業界で働く 小杉 眞紀∥著
ホッキョクグマなんきょくに
いく

まつみや けいじ∥[作]

イイズナくんは今日も、 櫻 いいよ∥著 おやすみ、ぼく
アンドリュー　ダッド
∥文

できちゃいました!フツーの学校
富士晴英とゆかい
な仲間たち∥著 にゃんきっちゃん 岩合 日出子∥ぶん

ユーチュー部!! 駅伝編 山田 明∥著 カールはなにをしているの?
デボラ　フリードマン
∥作

高校生のための税金入門 小塚 真啓∥編著
環境破壊モンスターから地球
を救おう!

マリー　G.ローデ∥著

何かが奇妙な物語 緩やかな別れ 伊藤 潤二∥原作
シェルパのポルパ エベレスト
にのぼる

石川 直樹∥文

何かが奇妙な物語 墓標の町 伊藤 潤二∥原作
恐竜の迷路 化石がひらくナゾ
の世界

香川 元太郎∥作

10代の「めんどい」が楽になる本 内田 和俊∥著 ぼくのすきなおじさん 長 新太∥さく

14歳からの生物学 学校では教えてく
れない<ヒト>の科学

サリー　ヒル∥
編 おんどりあるくよ

リチャード　スキャ
リー∥さく

マギオ・ムジーク 仁木 英之∥作
このあななんじゃ ひがたのい
きものへん

きむら たえこ∥さく

ハナコの愛したふたつの国
シンシア　カド
ハタ∥作 NIPPONのぱん Myna

だいめい だいめい

じ

ど

う
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Y
A



 

「かものはしくんの 

      わすれもの」 
 

    かないずみ さちこ/作・絵  
 

 

おばあちゃんへ誕生日プレゼントを届

けに行く“かものはしくん”。でもとち

ゅう水に入ったり、カフェに行ったり

寄り道ばかり。そのたびにいろんなも

のをわすれて行って…。かものはしく

んは、おばあちゃんの家にぶじにたど

り着くことができるのでしょうか？ 

 

 1984 年石川県生まれ。 

2006 年に『ミミズクと夜の王』で 

第 13 回電撃小説大賞＜大賞＞を受賞。 

ライトノベルとしては珍しい、童話的な作風が

話題となった。著作は他にも、図書館勤務の経

験から生まれた『サエズリ図書館のワルツさ

ん』(2012 年)、孤独な詩人が仲間の死にまつ

わる謎を追う長編ミステリー『現代詩人探偵』

(2018 年)等々。 

現在はライトノベル以外にもゲームシナリオ

やコミック原作など多方面で活躍中。 

 

  

                                                                                                                                 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

     

                             

 

  

 

 

 

 実は 

   この本の作者、 

   私です！ 
 

 11月のとくしゅうは 

こうぎょく  

 

 「たくさんのふしぎ」 

けっさくしゅう 

かがくえほん「たくさんのふしぎ」

のけっさくしゅうをあつめました。 

いろいろなふしぎにであえます♪ 

今月は、世界の国々やそこに住む人々

の暮らしや文化に関する本を紹介し

ます。まだあまり遠くには出かけられ

ない今だからこそ、本を通して世界の

国々を旅してみませんか？ 

 


