
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  2021年 1月  Ｎｏ．214 

〒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・年始休 

那覇市立中央図書館 

≪第 4土曜日のおもちゃ病院≫ 

新型コロナウィルス感染状況を鑑み、当面の間、

休院とさせていただきます。再開の時期につい

てはホームページ等でお知らせいたします。 

 

 

※※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 

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

毎週土曜日に開催しておりました

おはなし会は、新型コロナウイルス

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。 

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

那覇市立図書館ホームページのご案内 

～パソコンや携帯電話から本の検索や予約ができます～ 

 

 

 

 

図書館資料の検索はどなたでもできます。 

「予約」「貸出・予約状況の確認」「読んだ本や読みたい本の

ブックリスト作成」等は、利用者コードと図書館カウンター

で発行するパスワードが必要です。 

ホームページは 24 時間利用可能で便利です。 

今年も那覇市立図書館をぜひご活用ください！ 

新年あけましておめでとうございます。 

 

旧年中は中央図書館を 

ご利用いただきまして 

ありがとうございました。 

本年もどうぞよろしく 

お願いいたします。 

那覇市立図書館 

https://4.bp.blogspot.com/-ZMzPgyP64Zg/WFuJyby0eDI/AAAAAAABAmk/I_UtFowN0ecaQiqgYGpTsKGTqFzMLESdwCLcB/s800/nenga_hanko_kingashinnen_maru.png
https://www.city.naha.okinawa.jp/lib/
mailto:lib-chuo@nirai.ne.jp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     新着マルチメディアデイジー図書 

 

書 名 著 者 名 書 名 著 者 名 

1 おっと合点承知の助 齋藤 孝 11 ひとまねこざる マ-ガレット・レイ 

2 からすのパンやさん かこ さとし 12 そらまめくんのベッド なかや みわ 

3 きいろいばけつ もりやま みやこ 13 十人十色なカエルの子 落合 みどり 

4 きかんしゃやえもん 阿川 弘之 14 はつてんじん 川端 誠 

5 狐 新美 南吉 15 月夜のみみずく ジェイン＝ヘーレン 

6 くっついた 三浦 太郎 16 てぶくろ エウゲーニー・Ｍ・ラチョフ 

7 ぐりとぐら 中川 李枝子 17 にんじん せな けいこ 

8 こぐまちゃんおはよう わかやま けん 18 初恋 島崎 藤村 

9 こぐまちゃんとどうぶつえん わかやま けん 19 三びきのやぎのがらがらどん マーシャ・ブラウン 

10 さっちゃんのまほうのて たばたせいいち 他 20 せいめいのれきし バージニア・リー・バートン 

 

わいわい文庫 ～マルチメディアデイジー図書 2020～ （寄贈 伊藤忠記念財団） 

1 あおいちきゅうのいちにち ジャングル 

他 31作品集録 

3 あこがれお仕事いっぱいせいふく図鑑 

他 23作品集録 

2 石の中のうずまき アンモナイト 

他 12作品集録 

*4 長老むじな 

他 21作品収録  

 

今月の特集コーナーでは、読書のバリアフリーをテーマに、本を読むうえで不便を感じてい

る方のために作られた資料を紹介します。 

「本の文字が小さくて読みづらい！」という方は、大活字本や朗読ＣＤが

オススメです。 

絵本に見えるＬＬブックは、文字だけでは本の内容を理解することが苦手な方

のために、記号も表示されています。 

ＣＤのようなデイジー図書は、読み書きや視覚に困難が

ある方のために作られています。下記に新着のデイジー図書を紹介し

ます。 

各資料の詳しい説明は、特集コーナーで掲示しています。 

朗読ＣＤ 

©公益財団 日本障害者リハビリテーション協会 

©公益財団 伊藤忠記念財団 

デイジー図書 

 本年モ～ォ よろしく 

お願いいたします 

 

あなたの読みたいを応援します！ 

～読書のバリアフリー～ 

ＬＬブック 

*の付いた資料はどなたでも貸出できます。その他の資料については、視覚障がい等の方のみ貸出が可能となります。 

http://2.bp.blogspot.com/-MpUo_1zq0sM/U-8HBZgY2gI/AAAAAAAAk98/c23p4UXJhZo/s800/book_zabuton.png


青木　伸生/監修

濱野　京子/作

加来　耕三/監修

東京書店

世界兵器史研究会
/著

ミランダ・ジョーンズ/作

あんびる　やすこ/作

　◆ラストで君は「まさか！」と言う
　　涙の宝石

　◆ラストで君は「まさか！」と言う
　　真夜中の動物園

　◆アーサー王の世界　5

ゴムドリco./文

イケセヌ/マンガ

青木　美帆/文

日比野　恭三/文

PHP研究所

PHP研究所

　★歌姫フィニーと魔法の水晶

　★サバイバル+
　　文章読解推理ドリル　虫偏

　★ゴミの島のサバイバル

　★本能寺の変へタイムワープ

　◆青春サプリ。

　◆青春サプリ。

　▲みみくそくん

　▲タイヨウのくにと
　　ツキのふね

　▲おじいちゃんがのこしたものは…

　▲なんに　かわるかな？

　▲こびとのおうち

著者書名著者書　名

　★ミオととなりのマーメイド　6

　▲このままじゃ学校にいけません

　▲けんけつのはなし

　▲わくわくげんきにあそぼう！

　▲みんなでにっこりあさごはん

斉藤　洋/作

暁　なつめ/著　◆この素晴らしい世界に祝福をかとう　くみこ/作

青山　邦彦/絵

瀬長　剛/作

松丘　コウ/作

広瀬　克也/作

ニシハマ　カオリ/作

杉江　勇吾/作

やまぐち　さゆり/作

マイケル・モーパーゴ/作

パット・ハッチンス/作

鬼頭　祈/作

ベン・
ブラッシュアーズ/作

中川　ひろたか/作

やなせスタジオ/作

やなせスタジオ/作

　★ざんねんな兵器図鑑

　★暗号探偵

　★蒲生氏郷

　★夏休みに、
　　ぼくが図書館で見つけたもの

　★人食い花レストラン

　★サバイバル迷路

　★田んぼの1年

　▲ぴのちゃんとさむさむねこ

　▲ねこおどる

　▲Good morning！

 

▲えほん ★児童書 ◆ＹＡ（ヤングアダルト：中高生向け）



出版者

講談社

講談社

一葉社

コールサック社

朝日新聞出版

展望社

法政大学沖縄文化研究所//編

法政大学沖縄文化研究所

資料名 著者名

世界一やさしい!アロマ図鑑 林 真一郎/監修

資料名 著者名 地下鉄の駅はものすごい 渡部 史絵

探究型読書 編集工学研究所 人生100年時代の60歳からの家 湯山 重行

絵本はもっと面白くなる! 早川 裕
3人子持ちで起業した理系の主婦が名もなき家
事をサクッと解決します!

香村 薫

ゼロから理解するITテクノロジー図鑑
岩崎 美苗子/文
武田 侑大/イラスト テニスボールダイエット KAORU

全体主義の克服
マルクス・ガブリエル
中島 隆博

あの名店から定食屋まで!ヒミツの味つけ手帖 主婦の友社/編

きみを自由にする言葉 フォト名言集 喜多川 泰 免疫力アップおかずBEST100 金丸 絵里加

バカという生き方 和田 秀樹 ヘビ大図鑑 中井 穂瑞領

一冊でわかるイラストでわかる図解世界史
成美堂出版編集部
/編 価格はアナタが決めなさい。 大須賀 祐

一冊でわかるイラストでわかる図解日本史
成美堂出版編集部
/編 バチカン美術館の至宝100 バチカン美術館/編

面白く読めてビジネスにも効く日本のしくじり史 大中 尚一 「書道」の教科書 横山 豊蘭

サムライ留学生の恋 熊田 忠雄 かわいく役立つ便利な折り紙こもの 寺西 恵里子

知らないと恥をかく世界の大問題  11 池上 彰 大谷翔平「二刀流」の軌跡
ルーツ

小林 信也

全図解わかりやすい賃貸住宅の法律
矢島 忠純
豊田 啓盟 オンライン会議の教科書 堀 公俊

テレワークでも成果を上げる仕事術 安留 義孝 英単語類義語事典 佐藤 誠司

21世紀の新しい職業図鑑 武井 一巳 文豪たちの口説き本 彩図社文芸部/編

フェミニズム大図鑑 ハンナ・マッケン ほか 暦と暮らす 宇多 喜代子

卒婚－これからの結婚のカタチ 杉山 由美子 知識ゼロからの短歌入門 「心の花」編集部

5か国語でわかる介護用語集
－英語・中国語・インドネシア語・ベトナム語・日本語

遠藤 織枝ほか/編
著 お局美智 経理女子の特命調査 明日乃

備えいらずの防災レシピ 飯田 和子 さきちゃんの読んだ絵本 かわい ゆう

東洋経済ACADEMIC SDGsに取り組む小・中・高校
特集 ビルマに見た夢 古処 誠二

日本の365日に会いに行く
永岡書店編集部/
編著 家が呼ぶ－物件ホラー傑作選 朝宮 運河/編

巨大地震と火山噴火をよく知る本!
「GEOペディア」制
作委員会/編 パリの砂漠、東京の蜃気楼 金原 ひとみ

統計の歴史 オリヴィエ・レイ それでも、素敵な一日 ク 作家

ZOOLOGY図鑑動物の世界 スミソニアン協会
ロンドン自然史博物館/監修

コロナうつはぷかぷか思考でゆるゆる鎮める 藤野 智哉

すべての悩みが小さなことに思える生き方 小林 弘幸

教えて!栄養素男子
女子栄養大学栄養
クリニック/監修

琉球の方言 44

沖縄文化研究 47 法政大学沖縄文化研究所//編

沖縄 慶良間諸島 '21-'22年版

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

とうごう しゅんいちろう∥スケッチ とうごう みつこ∥ぶんふたりで歩く古建築

神歌(カンヌアーグ)が聴こえる 伊良波 盛男

眉の清(ちゅ)らさぞ神の島

資料名 著者名

神の島のこどもたち 中脇 初枝

三木 健

アンマーとぼくら 有川 ひろ


