
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 12月  Ｎｏ．213 

〒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 

    ・年末休 

那覇市立中央図書館 

≪第 4土曜日のおもちゃ病院≫ 

開院予定ですが、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

ださいますようお願いいたします。 

 

 

※※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。 

休館日：月曜日・館内整理日 

・祝日・年始休 

日 月 火 水 木 金 土

1 2

3 4 5 6 7 8 9
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24 25 26 27 28 29 30

31

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

年末年始の休館のおしらせ 

今年も中央図書館をご利用いただき、ありがとうございまし 

た。年末年始のため、以下の期間は休館となります。 

12月 28日（月）～1月 4日（月） 

新型コロナ感染症の影響を受け、図書館も試行錯誤の 

 年になりました。今後も利用者の皆さまに気持ち良く 

利用していただけるよう取り組んでまいります。 

どうぞ良いお年をお迎えください。 

子どもたちの健やかな成長を願って、市民全体で教育に取り組

む日です。1949年に琉球民政府が 10の地区に教育委員会

を設置した日を記念して、12月9日は［なは教育の日］、翌

年 1月 31日までは［なは教育の期間］となりました。 

中央図書館では 12月～1月は、なは教育の日関連 

事業として、【読書のバリアフリー】をテーマに、文字を 

読むことが困難な方たちのための特集展示を行います。 

図書館では子どもから大人まで、皆さまの「学びたい！ 

読みたい！」を応援します。 

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。 
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今月の本の特集コーナーは「人権問題」・「レインボーなは宣言」がテーマです。このテー 

マに沿った関連本を集めて展示・貸出しています。 

     

〇12/4～12/10は人権週間です。国際連合は、1948年に世界人権宣言を採択し、1950年 12月 4日の 

   第 5回総会において、世界人権宣言が採択された日である 12月 10日を「人権デー」と定めました。 

   日本の法務省の人権擁護機関では、1949年から毎年、「人権デー」である 12月 10日を最終日とする 

   1週間（12月 4日から 12月 10日）を「人権週間」とさだめ、人権尊重思想の普及を図る期間としま 

した。また毎年 12月 3日から 12月 9日までの 1週間は、「障がい者週間」でもあります。 

  〇「レインボーなは宣言」とは→那覇市は平成 27年 7月 19日に「性の多様性を尊重する都市・なは宣言」 

（通称：レインボーなは宣言）を発表しました。レインボーは、たくさんの色を含む美しさから多様性の 

象徴とされています。近年は LGBTを含む性的マイノリティーをサポートする意思を示したり、当事者 

が自分自身ありのままであることを誇りに思う気持ちを表現するものとして知られています。この意思を 

共有するため、この宣言の通称を「レインボーなは宣言」としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先月号に引続きデイジー図書をご案内します。 

デイジー図書とは、視力低下や上肢のケガなど、

さまざまな理由で本を読むことが難しい方へ読書

を支援する、ＣＤ形式の録音図書です。 

再生にはパソコンや専用の再生機を 

利用します。 

 

今回はパソコンを使って再生する 

「マルチメディアデイジー」の特徴をご紹介します。 

・文字や画像の拡大 

・読み上げている文字がハイライトされる 

・読み上げるスピードの調整 

などの機能があり、「どう読むのか、いまどこを読

んでいるのか」がわかりやすくなってます。 

 

 絵本や児童書のマルチメディアデイジーの他に、

音声だけを聴くデイジーもありますので、お気軽

に視聴コーナーでお試しください。 

デイジー図書ってなあに！ 

 

今月の本の特集コーナー 

「人権問題」・「レインボーなは宣言」 

がテーマです。 

 

中央図書館で購読していた、写真・カメラ専門誌 

「アサヒカメラ」が、2020年7月号で休刊となった

ため、新しく写真・カメラ専門誌「ＣＡＰＡ」（キャパ）

を購読開始しました！ 

バックナンバーは2020年5月から揃えています。 

 

中央図書館以外をご利用の方も、予約も受け付けて

いますので、ぜひご一読ください！ 
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ロベルト・ピウミーニ/原作

防衛省

いわむら　かずお/作

横田　明子/作

ポーラ・ハリソン/原作

今西　乃子/著

くさの　たき/作

　◆りゅうおうのおしごと！　12

　◆新・大学でなにを学ぶか

　◆統計学をめぐる散歩道

ロベルト・ピウミーニ/原作

タニヤ・シュテーブナー/作

川原　礫/著

支倉　凍砂/著

白鳥　士郎/著

上田　紀行/編著

　★ふしぎないどうどうぶつえん

　★ピノピノとお昼寝

　★ピノピノとお昼寝2

　★動物と話せる少女リリアーネ
　　シリーズ

　◆ソードアート・オンライン　23

　◆狼と香辛料　22

　▲あいちゃんのひみつ

　▲ブルーがはばたくとき

　▲月とアポロとマーガレット

　▲ねえさんの青いヒジャブ

　▲わたしたちのえほん

著者書名著者書　名

　★捨て犬・未来と
　　どうぶつのお医者さん

　▲20回目のメール

　▲まひるのけっとう

　▲まんままんま

　▲ぱん・ぱん・パンやさん

石黒　真木夫/著

後藤　光将/編著　◆オリンピック・パラリンピックを学ぶチーム・ガリレオ/作

チーム・ガリレオ/作

ステイシア・ドイツ/作

プニーナ・ツヴィ
マーギー・ウォルフ/文

古内　ヨシ/作

中川　ひろたか/文

竹山　美奈子/文

ブリッタ・テッケントラップ/作

ディーン・ロビンズ/文

イブティハージ・ムハンマド

&S・K・アリ/文

南谷　佳世/文

オーちゃん/文

マヌエル・マルソル/作

中川　ひろたか/文

こがようこ/脚本

　★王女さまのお手紙つき

　★アサギマダラの手紙

　★トガリ山の冒険　シリーズ

　★まんがで読む防衛白書

　★海賊世界へタイムワープ

　★古代オリンピックへタイムワープ

　★プログラミングガールズ！2

　▲ふたりの約束

　▲おべんとうひゅーるひゅる

　▲みんなでねんね

 

▲えほん ★児童書 ◆ＹＡ（ヤングアダルト：中高生向け）



出版者

榕樹書林

南山舎

小学館

クレヴィス

新星出版

琉球プロジェクト

沖縄県立埋蔵文化財センター

沖縄県立埋蔵文化財センター

資料名 著者名

おうちで楽しむスパイス料理とカレー 一条 もんこ

資料名 著者名 野菜が長持ち&使い切るコツ、教えます! 島本 美由紀

主体的な学びを支える学校図書館 和田 幸子 整理収納を仕事にする 竹村 真奈

子どもの学びが充実する読書活動15の指導法 稲井 達也 鉢で育てるブルーベリー 玉田 孝人

中古典のすすめ 斎藤 美奈子 ハリネズミ、飼いはじめました! 大野 瑞絵

意識を変えれば、きっと人生はうまくいく! 音羽 愛名碧 社長のための輸入ビジネス 大須賀 祐

世界史を変えた戦い DK社/編著 馬場のぼるのスケッチブック 馬場 のぼる

上皇・上皇后さまがお慈しみの植物図鑑 山下 晋司/編集協力 二胡上達レッスン 楊 雪/監修

地球の歩き方　'世界244の国と地域
『地球の歩き方』編
集室 大丈夫、なるようになるから。

赤木 春恵
野杁 泉

英語で話せる日本図鑑 無人島冒険図鑑 梶 海斗

大統領選挙・連邦議会を知るためのアメリカ政治文化辞典 橋本 二郎/編著 THE FISH 魚と出会う図鑑 長嶋 祐成

80分でマスター!ガチ速決算書入門 金川 顕教 「やさしい日本語」表現事典 庵 功雄/編著

地図とデータで見るSDGsの世界ハンドブック
イヴェット・ヴェレ
ポール・アルヌー 英語イディオム英熟語語源辞典 清水 建二

ゼロからはじめるテレワーク実践ガイド
田口 和裕
森嶋 良子

A History of the SAMURAI ジョナサン・ロペス・ベラ

まんがと図解でわかる障害のある子の将来のお金
と生活

渡部 伸 殺人都市川崎 浦賀 和宏

ぼくの「自学ノート」 梅田 明日佳 毒を売る女 島田 荘司

素粒子の探究で宇宙がみえてくる 波場 直之 四匹のカエルとおやかた かわい ゆう

一度読んだらクセになる!おもしろ化学ネタ50 齋藤 勝裕 眠狂四郎虚無日誌 上・下巻 柴田 錬三郎

カラスはずる賢い、ハトは頭が悪い、サメは狂暴、
イルカは温厚って本当か?

松原 始 サキの忘れ物 津村 記久子

ウミウシ
小野 篤司
加藤 昌一 小説をめぐって 井上 ひさし

スマホを捨てたい子どもたち 山極 寿一 またね。 木内みどりの「発熱中!」 木内 みどり

写真でわかる訪問看護アドバンス 押川 真喜子/監修 万葉学者、墓をしまい母を送る 上野 誠

図解鎌田實医師が実践している認知症にならな
い29の習慣

鎌田 實 屋上で会いましょう チョン・セラン

APD「音は聞こえているのに聞きとれない」人たち 小渕 千絵 2020年・米朝核戦争 ジェフリー・ルイス

だしパックを入れるだけ!がまんなしでやせるはんにゃ
川島の魔法のだしパックダイエット

川島 章良

自転車サビとり再生術

知識ゼロからのWebアプリ開発入門 町田 耕

トコトンやさしいゴム材料の本 伊藤 眞義

首里当蔵旧水路 ―龍潭線街路整備に伴う発掘調査報告書― 沖縄県立埋蔵文化財センター//編

金城  利彦

真珠道跡・松崎馬場跡 ―県営首里城公園整備に伴う発掘調査報告書― 沖縄県立埋蔵文化財センター//編

減塩の食事で脳卒中予防

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

宮地 竹史沖縄の美(ちゅ)ら星

辺野古 海と森がつなぐ命 中村 卓哉

琉球怪談

資料名 著者名

島の歳時記 正木  譲

太田  基之∥画，小原  猛∥原作

琉歌散歩 島袋 盛敏


