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★繁多川図書館は子どもの本と文化向上を目的に活動する「沖縄県子どもの本研究会」が業務受託・運営しています★ 

 今 月 の 展 示 テ ー マ 
 

＜メ イ ン＞ 

・年末準備とお楽しみ 

・琉球王国のグスク及び関連遺産群 世界遺産登録 

20 周年 

＜読み聞かせ＞・クリスマス 
 

定例おはなし会 

☆ 12 月 2６日（土）☆ 

☆午前１１時～午前１１時３０分 

☆繁多川図書館 おはなしのへや 

☆無料・申込不要 

☆どなたでもご参加いただけます 

ぴよぴよおはなし会 

☆12 月２日・９日・2３日（水）☆ 

☆午前１１時～午前１１時３０分 

☆繁多川図書館 おはなしのへや 

☆対象：乳幼児とご家族の方 

☆無料・申込不要 

年内は１２月２８日（月）午後５時までの開館です 

２０２１年は１月５日（火）から開館します 

今年も一年、ありがとうございました。みなさま良い年をお迎えください。 

クリスマスおはなし会 

☆１２月１２日（土）  

午前１０時３０分～午前１１時 

☆場所：繁多川公民館 ２階研修室 

☆無料・申込不要 

来館時のおねがい 

 ご来館の際はマスクの着用と手指の消毒を 

お願いいたします。 

 発熱、体調の悪い方は来館をお控え下さい。 

 密集を避けるために、なるべく少人数での 

ご来館をお願いいたします。 

 館内は換気のため、冷え込むことがありま

す。ご理解のほどお願いいたします。 

※感染状況によっては図書館利用に制限がか

かる場合があります。詳しくは図書館ホーム

ページや館内掲示にてご確認ください。 

※すべてのイベントは、新型コロナウイルス感染状況によっては中止となる場合があります。 



                                                

 
  

  

  

  

                                                  

資資           料料           名名  著著   者者   名名  出出   版版   者者  

●● ふふ かか ふふ かか ぽぽ んん ！！  若若菜菜ひひととしし・・ききよよここ   ひひささかかたたチチャャイイルルドド  

●● なな でで なな でで なな ーー でで  ににへへいいたたももつつ//わわたたななべべささととここ   角角 川川 書書 店店  

▲▲ドドンン・・ウウッッササ  ダダイイエエッットトだだいいささくくせせんん！！   キキ ュュ ーー ララ イイ スス  白白 泉泉 社社  

▲▲ははたたららくくくくるるままたたちちとと  ちちいいささななスステテアアちちゃゃんん   シシェェリリーー・・ダダススキキーー・・リリンンカカーー//AAGG・・フフォォーードド   ひひささかかたたチチャャイイルルドド  

▲▲ まま なな ちち ゃゃ んん はは おお おお かか みみ  種種 村村 有有 希希 子子  偕偕 成成 社社  

▲▲ おお かか たた づづ けけ  うう ええ だだ しし げげ ここ  パパイイ  イインンタターーナナシショョナナルル   

▲▲ だだ れれ のの ほほ ねね ？？  たた けけ うう ちち ちち ひひ ろろ  出出 版版 ワワ ーー クク スス  

★★ きき みみ はは スス ゴゴ イイ ぜぜ ！！  ママシシュューー・・ササイイドド  飛飛 鳥鳥 新新 社社  

★★ ぎぎ ゃゃ くく たた いい っっ てて なな ああ にに ？？  青青 木木 智智 恵恵 子子  金金 剛剛 出出 版版  

★★ 知知 っっ てて るる ？？ アア ッッ ププ ササ イイ クク ルル ①①  「「知知っっててるる？？アアッッププササイイククルル」」編編集集委委員員会会   ささ ・・ ええ ・・ らら 書書 房房  

★★ おお ひひ めめ ささ まま おお りり がが みみ  たた かか はは しし なな なな  主主 婦婦 のの 友友 社社  

★★ 夜夜 カカ フフ ェェ ①①  倉倉 橋橋 燿燿 子子  講講 談談 社社  

◆◆探探ししてて！！見見つつけけてて！！ははじじめめててのの元元素素図図鑑鑑   ママイイクク・・ババーーフフィィーールルドド   河河 出出 書書 房房 新新 社社  

◆◆ わわ けけ がが わわ かか るる 中中 学学 英英 語語  学学 研研 ププ ララ スス ∥∥ 編編  学学 研研 ププ ララ スス  

資資           料料           名名  歌歌  手手  名名（（発発売売者者））  資資料料ココーードド  

２３（にじゅうさん） R u d e - α ∥ 歌 00883300005500227722  

挑挑戦戦！！ブブララババンン少少女女  精精華華女女子子高高等等学学校校吹吹奏奏楽楽部部∥∥演演奏奏   00883300005500229999  

ｉｉｍｍａａｇｇｅｅ２２００  オオ ムム ニニ ババ スス  00883300005500334455  

★★カカメメララをを止止めめるるなな！！  上上 田田 慎慎 一一 郎郎 ∥∥ 監監 督督  00883300005500447777  

★★西西部部戦戦線線異異状状ななしし  リリュューー・・エエアアーーズズ∥∥主主演演   00883300005500445500  

★★シシリリーーズズ日日本本農農紀紀行行⑤⑤  ふふるるささととにに生生ききるる  一一般般社社団団法法人人  家家のの光光協協会会∥∥制制作作   00883300005500880099  

●赤ちゃん絵本 ▲幼児・児童絵本 ★児童(絵本以外） 

◆ＹＡ（ヤングアダルト･･･中高生向け） 

★マークはＤＶＤです。  



                         

 

 

 
 

ジジャャンンルル  資資          料料          名名  著著   者者   名名  出出   版版   者者  

パパソソココンン  WWiinnddoowwss  1100  完完全全ガガイイドド  井井 上上   香香 緒緒 里里  SSBB ククリリエエイイテティィブブ  

電電子子出出版版  最最新新 KKiinnddllee  uunnll iimmiitteedd  電電子子書書籍籍写写真真集集のの作作りり方方   北北 條條   俊俊 正正  玄玄 光光 社社  

心心理理各各論論  「「ままたた怒怒っっててししままっったた」」とと悔悔いいててききたた僕僕がが無無敵敵ににななっったた理理由由   加加 藤藤   隆隆 行行  小小学学館館ククリリエエイイテティィブブ  

個個人人伝伝記記  文文字字のの読読めめなないいパパイイロロッットト   髙髙 梨梨   智智 樹樹  イイーースストト・・ププレレスス  

株株  月月間間 440000 万万人人がが読読んんででるる  楽楽天天証証券券トトウウシシルルがが作作っったた一一番番かかんんたたんんなな株株入入門門   楽楽天天証証券券トトウウシシルル編編集集チチーームム  扶扶 桑桑 社社  

認認 知知 症症  認認知知症症ででもも心心はは豊豊かかにに生生ききてていいるる  長長 谷谷 川川   和和 夫夫  中中 央央 法法 規規  

婦婦人人科科学学  フファァーータタイイルル・・スストトレレッッチチでで赤赤ちちゃゃんんががででききるる   竹竹 内内   邦邦 子子  ママ キキ ノノ 出出 版版  

環環境境工工学学  海海洋洋ププララススチチッッククごごみみ問問題題のの真真実実  磯磯 辺辺   篤篤 彦彦  化化 学学 同同 人人  

ササボボテテンン  美美ししいいセセダダムムのの寄寄せせ植植ええ  MM aa ii  エエククススナナレレッッジジ  

経経営営手手法法  ワワーーククママンンはは商商品品をを変変ええずずにに売売りり方方をを変変ええたただだけけででななぜぜ２２倍倍売売れれたたののかか   酒 井  大 輔 日日 経経 BB PP  

卓卓 球球  卓卓球球王王水水谷谷隼隼  終終わわりりななきき戦戦略略   水 谷  隼 卓卓 球球 王王 国国  

語語 彙彙 力力  超超一一流流  ででききるる大大人人のの語語彙彙力力  安 田  正 ププレレジジデデンントト社社  

エエッッセセイイ  すすべべてて忘忘れれててししままううかからら  燃 え 殻 扶扶 桑桑 社社  

資資           料料           名名  編編 ・・ 著著 者者 名名  出出   版版   者者  

沖沖縄縄空空手手へへのの旅旅  琉琉球球発発祥祥のの伝伝統統武武術術  柳柳 原原   慈慈 雄雄  第第 三三 文文 明明 社社  

ワワーールルドド・・ウウチチナナーーンンチチュュ  忘忘れれ得得ぬぬ人人々々   前前 原原   信信 一一  ボボーーダダーーイインンクク  

爆爆 走走 小小 児児 科科 医医 のの 人人 生生 雑雑 記記 帳帳  大大 宜宜 見見   義義 夫夫  幻幻 冬冬 舎舎  

ままかかちちょょーーけけ  興興南南  甲甲子子園園春春夏夏連連覇覇ののそそのの後後   松松 永永   多多 佳佳 倫倫  集集 英英 社社  

沖沖 縄縄 でで 新新 聞聞 記記 者者 にに なな るる  畑畑 仲仲   哲哲 雄雄  ボボーーダダーーイインンクク  

★ 上記以外の新着資料もございます★ 

★貸出中の際は、予約も可能です。詳しくは職員へお声かけください★ 


