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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＞ 

 ・良い年になぁれ～開運・風水～ 

＜読み聞かせ＞ 

 ・うし・十二支 
 

定例おはなし会 

☆ 1 月 23 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 

☆1月 6日・13 日・27 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 

新春おはなし会 

☆ １月９日（土）  

午前１１時～午前１１時３０分 

☆ 場所：繁多川図書館 前広場 

☆ 無料・申込不要 

※ くわしくは 4 ページをご覧ください。 

※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。 

昨年に引き続き、新型コロナウイルスの感染拡大が日常に大きな影響を与えていますが、無事新た

な年が明けました。今年こそは一日も早く新型コロナウイルスなど気にせず、マスクを外した笑顔

が見せられるような一年になることを心から願い、気を付けながら毎日をすごしていきたいと思い

ます。 

繁多川図書館 文化講演会 

心をつむぐ絵本（仮） 

～絵本で子育てを～ 
講師：鎌田佐多子（前沖縄女子短期大学学長） 

 

日時：令和 3年 1 月 23 日（土） 

   午後２時～３時３０分 

場所：繁多川公民館 ２階 研修室 

定員：２５人 

※事前予約制となりますので、前日までに 

繁多川図書館までご連絡ください。予約は 

お電話か直接カウンターで受け付けます。 



                                                

 
  

  

  

  

                                                  

資資           料料           名名  著著   者者   名名  出出   版版   者者  

●● ふふ ーー っっ てて しし てて  松松 田田 奈奈 那那 子子  角角 川川 書書 店店  

●● ここ ～～ ちち ょょ ここ ちち ょょ  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  

●● どど ここ どど ここ かか わわ いい いい  たた なな かか しし んん  角角 川川 書書 店店  

▲▲ アア ルル フフ ィィ ーー  テティィララ・・ヒヒーーダダーー  絵絵 本本 塾塾 出出 版版  

▲▲ つつ るる かか めめ つつ るる かか めめ  中中脇脇初初枝枝//ああずずみみ虫虫  ああ すす なな ろろ 書書 房房  

▲▲ ねね ここ にに なな っっ ちち ゃゃ っっ たた  角角野野栄栄子子//よよししむむららめめぐぐ  小小 学学 館館  

▲▲ ここ んん たた のの ささ かか なな つつ りり  田田 中中 友友 佳佳 子子  徳徳 間間 書書 店店  

▲▲ いい きき  中中川川ひひろろたたかか//北北村村裕裕花花  アア リリ スス 館館  

★★ 渋渋 沢沢 栄栄 一一  伊伊藤藤砂砂務務∥∥ままんんがが  集集 英英 社社  

★★ ささ かか なな 博博 士士 のの レレ アア うう まま 魚魚 図図 鑑鑑  伊伊 藤藤 柚柚 貴貴  日日 東東 書書 院院  

★★じじぶぶんんででよよめめるる  いいききももののずずかかんん  成成美美堂堂出出版版編編集集部部∥∥編編  成成 美美 堂堂 出出 版版  

★★ しし ああ わわ せせ なな ハハ リリ ネネ ズズ ミミ  藤藤 野野 恵恵 美美  講講 談談 社社  

◆◆1100 代代かからら身身ににつつけけたたいいギギリリギギリリなな自自分分をを助助けけるる方方法法   井井 上上 祐祐 紀紀  KK AA DD OO KK AA WW AA  

◆◆ ぼぼ くく だだ けけ のの ぶぶ ちち まま けけ 日日 記記  ススーーザザンン・・ニニーールルセセンン  岩岩 波波 書書 店店  

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  

琉球ノスタルジア 伊 舎 堂  百 花 ／ 唄 00883300005500339966  

ダダイイナナリリズズムム  ～～琉琉球球のの風風～～  成成底底  ゆゆうう子子／／唄唄  00883300005500440000  

GGRREEAATTEESSTT    BBIILLLL  EEVVAANNSS  BBIILLLL  EEVVAANNSS//演演奏奏  00883300005500557744  

イイママーージジュュ・・アアルルテティィメメッットト・・ベベスストト  オオ ムム ニニ ババ スス  00883300005500333377  

★★ちちびびままるる子子ちちゃゃんん  夏夏ののおお楽楽ししみみままつつりり  おおととぎぎ編編  ささくくららももももここ／／原原作作  00883300005500555588  

★★講講談談師師  神神田田松松之之丞丞  神神 田田 松松 之之 丞丞 ／／ 出出 演演  00883300005500449933  

●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） 

★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  

美美術術館館博博物物館館  ミミュューージジアアムムをを知知ろろうう  横横 山山   佐佐 紀紀  ぺぺ りり かか んん 社社  

心心理理療療法法  生生きき辛辛いい OOLL でですすがが自自己己肯肯定定感感をを高高めめたたらら生生ききるるののががララククににななりりままししたた。。   ああかかりり＊＊生生きき辛辛いい OOLL  SSBB ククリリエエイイテティィブブ  

仏仏 教教  ななぜぜ今今、、仏仏教教ななののかか  ロロババ ーートト ・・ララ イイトト  早早 川川 書書 房房  

ナナ チチ スス  アアウウシシュュヴヴィィッッツツ潜潜入入記記  ヴヴィィルルトトルルトト・・ピピレレツツキキ  みみ すす ずず 書書 房房  

社社会会病病理理  ルルポポ車車上上生生活活  駐駐車車場場のの片片隅隅でで   NNHHKK ススペペシシャャルル取取材材班班  宝宝 島島 社社  

ココロロナナウウ

イイルルスス  
ココロロナナウウイイルルススのの終終息息ととはは、、撲撲滅滅ででははななくく共共存存   池池 上上   彰彰  SSBB ククリリエエイイテティィブブ  

パパソソココンン

ソソフフトト  
今今すすぐぐ使使ええるるかかんんたたんん MMiiccrroossoofftt336655   技技術術評評論論社社編編集集部部ほほかか  技技 術術 評評 論論 社社  

庭庭木木花花壇壇  咲咲かかせせたたいい！！四四季季のの宿宿根根草草でで庭庭づづくくりり  荻荻 原原   範範 雄雄  講講 談談 社社  

漫漫 画画  SSAABBRRIINNAA ササ ブブ リリ ナナ  ニニッッ クク・・ ドドルル ナナソソ  早早 川川 書書 房房  

切切 りり 絵絵  カカララフフルル切切りり絵絵  不不思思議議のの森森のの動動物物たたちち  ゆ ま あ ひ m a k i 誠誠 文文 堂堂 新新 光光 社社  

英英 会会 話話  英英語語をを話話ししたたいいなならら、、ままずずはは日日本本語語のの話話しし方方をを変変ええななささいい！！   西 澤  ロ イ SSBB ククリリエエイイテティィブブ  

エエッッセセイイ  高高学学歴歴エエリリーートト女女ははダダメメでですすかか   山 口  真 由 幻幻 冬冬 舎舎  

手手 記記  ががんんににななっったた緩緩和和ケケアア医医がが語語るる「「残残りり 22 年年」」のの生生きき方方、、考考ええ方方   関 本  剛 宝宝 島島 社社  

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

歌歌 集集   まま ほほ らら 浦浦 添添  仲仲 西西   正正 子子  なな がが らら みみ 書書 房房  

辺辺 野野 古古 にに 替替 わわ るる 豊豊 かか なな 選選 択択 肢肢  柳柳沢沢  脇脇二二//山山崎崎  拓拓//野野添添  文文彬彬//山山本本  章章子子//元元山山  仁仁士士郎郎    かか もも がが わわ 出出 版版  

古古 今今 琉琉 球球 風風 物物 歌歌 集集  湊湊   禎禎 佳佳  七七 月月 堂堂  

奄奄 美美 ・・ 沖沖 縄縄   カカ トト リリ ッッ クク 宣宣 教教 史史  AA .. ハハ ルル ブブ 神神 父父  南南 方方 新新 社社  

島島のの絶絶景景とと心心がが透透きき通通るる日日本本ののここととばば  大大 原原   英英 樹樹  辰辰 巳巳 出出 版版  

※上記以外にも新着資料はあります。くわしくはお問い合わせいただくか、 

※上記以外にも新着資料はあります。くわしくはお問い合わせいただくか、 

右のＱＲコードからもご確認いただけます。 
 



お正月やムーチー、干支のうしがテーマの

絵本や紙しばいに手あそび歌あそび！ 

ぜひみなさんきてね！ 

問い合わせ 

繁多川図書館 098-917-3455 

※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。 

場所：繁多川図書館 広場 

 はんたがわプレーパーク 

（ムーチー作り）とのタイアップ企画 



                                                  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 みなさん、明けましておめでとうございます。 

コロナウイルスに振り回された昨年でしたが、新年

はどのようにお迎えしたでしょうか？ 

 今年は、そう、丑年。ということで、おすすめはこ

ちら。非農家の家で育った素人が直感的に畜産業

へ転職、そして九州の山奥の牧場で奮闘するよう

すを描いた漫画。知らなかった牛たちの生態や意

外な一面が満載。これはモ～楽しめること間違い

なし！？ 

書名『毎日、牛まみれ』 

資料コード：0810414243 

書名『おもちのきもち』 

著者：かがくいひろし 

資料コード：0820140192 

「もう たいへんなんです」 

そう話すのは“かがみもち”。理由を聞けば、「確

かに、そうかも…」と思ってしまう説得力。 

このかがみもち、いつ何時食べられてしまうか分

からない状況に恐れをなし、なんと逃げ出してしま

うから驚きです！これが、かがみもちの“気持ち”

なのか…と唸るやら、可笑しいやら。 

逃げる様子もユーモラス。かがくいひろし独特の

擬音もリズミカルで楽しい絵本です。 

繁多川図書館の職員が  

オススメな本をご紹介いたします 

    ２０２０年は世界中の多くの人々に 

とって、苦しい一年であったと思います。 

新型コロナウイルスでマスク着用やステイ

ホームなどを余儀なくされ、外出や外食も

ままならない一年でした。 

今年こそは笑い声の絶えない楽しい一年

になりますように願いを込めて。 

笑顔で栄町市場を再生した物語をぜひご

家族で！新型コロナウイルスを笑い声で

吹きとばし、栄町の様にみんなで世界を

再生していきましょう！ 

書名『まほら浦添』 

著者： 仲西 正子 

資料コード：0810398132 

 沖縄での暮らしに根ざした身近なテーマを一

首一首、心をこめて紹介。 

獅子加奈志・シーサー通り・九年母の木・片降

い・図書館・屋嘉節など学校図書館に勤めてい

た著者ならではの子どもたちを見るやさしいまな

ざしを短歌で知ることができる。  

“白きもの交じれる髪を引き詰めて絵本の森

の山姥となる” 

作品名：『歌えマチグヮー』 

出演者：おばぁラッパーズ 他 

資料コード：0830033254 

 



  

111 月月月   

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 

 

繁多川図書館 利用案内 

 

開 館 時 間 

月～木：午前９時 30 分～午後７時 

土・日：午前９時 30 分～午後６時  

 

休  館  日 

 

 

 

 

・金曜日（金曜日が祝日にあたるときは前日も休館） 

・館内整理日（毎月 第３水曜日）  

・慰霊の日（６月２３日） 

・祝日 

・年末年始（年明けは 1月 5日（火）からとなります） 

・特別整理期間 

 
 
 
 
                         
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

貸

出 

貸出できる資料 貸出点数 貸出期間 予約件数 

本・雑誌・紙芝居 

 

２週間で読めるだけ 

（まんがセットは２点まで） 
２週間 

全資料合わせて 30 点

（30 点のうち ＡＶとまんが

セットは それぞれ２点まで） ＡＶ（ＣＤ・ＤＶＤ） 全館合わせて２点 １週間 

インターネット利用 利用は｢インターネット端末｣･｢館内ＡＶ｣利用要領に

基づきます ＣＤ・ＤＶＤ館内利用 

返

却 

どちらの那覇市立図書館でも可能です 

休館日はブックポストをご利用下さい 

ＣＤ・ＤＶＤは破損の恐れがあるため、直接カウンターへお返しください 

ブックポストは各図書館入口の他、那覇市役所、那覇市民協働プラザ・小禄・真

和志・首里の各支所、那覇市立病院にもございます 

２２２月月月   

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 

※駐車場がございません。 公共の交通機関をご利用ください。 

※バス案内 停留所名…「繁多川」 系統番号･･･ ５番 識名牧志線 

･･･１４番 牧志開南循環線 

 

★毎週水曜日（第 3 水曜日はのぞく）：（乳幼児対象）ぴよぴよおはなし会 

◆毎月第２・４土曜日：定例おはなし会 

※新型コロナウイルスの感染状況によっては中止になることがあります。 

は休館日です 
 


