
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 3月  Ｎｏ．216 

〒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                    

那覇市立中央図書館 

≪第 4土曜日のおもちゃ病院≫ 

開院状況をホームページ等でお知らせしています。新型コ

ロナウィルス感染状況により、休院になる場合もあります

ので、事前にお問い合わせください。 

※※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 29 30

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 29 30 31

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。 

中央図書館では、古くなり資料的価値が低くなった本や保存年限

が過ぎた雑誌のうち、再利用が可能なものを市民の皆さまに無料

で提供いたします。 
 

日時：2月 18日（木）～3月 28日（日） 

場所：那覇市立中央図書館入口前 

お持ち帰り冊数：1人あたり 図書…10冊まで 

雑誌…12冊まで 

★過密になるのを防ぐため、雑誌付録の提供はありません。 

★持ち帰り用の袋等は、各自でご持参ください。 

★不要になった場合、処分は各自でお願いします。 

★古書店への売却等、営利目的での利用はしないでください。 

 

濡らしたり、汚したり、破ったりしないよう、気を付けてご利用 

ください。誤って汚損・破損してしまった場合は、自分で修理は 

せず、すぐ図書館にご相談ください。 

修理できない場合は、弁償となる場合もありますので、 

大切にお取り扱いください。 

 

https://1.bp.blogspot.com/-Du01JVq4ipE/UZoVek6TfqI/AAAAAAAATi8/roOHu8FNDNc/s800/fukidashi05.png
http://4.bp.blogspot.com/-DhmfRxh6J9o/UZRV9Dmtv-I/AAAAAAAASsc/nO-Ww6JRmX8/s800/sakura_hanabira.png
http://4.bp.blogspot.com/-DhmfRxh6J9o/UZRV9Dmtv-I/AAAAAAAASsc/nO-Ww6JRmX8/s800/sakura_hanabira.png
http://4.bp.blogspot.com/-DhmfRxh6J9o/UZRV9Dmtv-I/AAAAAAAASsc/nO-Ww6JRmX8/s800/sakura_hanabira.png
http://1.bp.blogspot.com/-W2TwLODVFxo/UZRV8qIwJqI/AAAAAAAASsQ/FXAjDrYh9sY/s800/sakura_fubuki.png
http://1.bp.blogspot.com/-5a-jqE_lSP4/U00KOPxFk1I/AAAAAAAAfQ4/RuYXLEUCsOs/s800/pop_chuui.png
https://www.city.naha.okinawa.jp/lib/
mailto:lib-chuo@nirai.ne.jp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年度 年間ランキング 

 

2020/4/1～2021/2/20 
 

「子どもが多いお家でもできる 

スッキリ！整理術」  

まえだ ゆずこ まんが 

 

 

「おそうじ隊長」 

よしなが こうたく 作 

「ミニマリストの部屋づくり」  

おふみ 作 

書名 著者 出版社

1 素敵な日本人 東野 圭吾 光文社

2 嫌われる勇気 岸見 一郎 ダイヤモンド社

3 昨日がなければ明日もない 宮部 みゆき 文藝春秋

4 落日 湊 かなえ 角川春樹事務所

5 ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー ブレイディ みかこ 新潮社

児童書〈貸出〉ランキング　ベスト5

書名 著者 出版社

1 きょだいなガチャガチャ 大橋 慶子 教育画劇

2 おしりたんてい　シリーズ トロル ポプラ社

3 ないしょのオリンピック もとした いづみ ほるぷ出版

4 ながーい5ふん みじかい5ふん リズ・ガートン・スキャンロン 光村教育図書

5 かいけつゾロリのメカメカ大さくせん 原 ゆたか ポプラ社

書名 著者 出版社

1 裸足で逃げる 上間 陽子 太田出版

2 おばぁタイムス シリーズ 大城 さとし 沖縄タイムス社

3 ヤンキーと地元 打越 正行 筑摩書房

一般書〈貸出〉ランキング　ベスト5

郷土書〈貸出〉ランキング　ベスト3

書名 著者 出版社

1 クスノキの番人 東野 圭吾 実業之日本社

2 流浪の月 凪良 ゆう 東京創元社

3 少年と犬 馳 星周 文藝春秋

4 逆ソクラテス 伊坂 幸太郎 集英社

5 カケラ 湊 かなえ 集英社

児童書〈予約〉ランキング　ベスト5

書名 著者 出版社

1 鬼滅の刃ノベライズ　シリーズ 吾峠 呼世晴 集英社

2 ふしぎ駄菓子屋銭天堂　シリーズ 廣嶋 玲子 偕成社

3 あつかったらぬげばいい ヨシタケ シンスケ 白泉社

4 飛行機のサバイバル2 ゴムドリco. 朝日新聞出版

5 おしりたんてい　シリーズ トロル ポプラ社

郷土書〈予約〉ランキング　ベスト3

書名 著者 出版社

1 沖縄から貧困がなくならない本当の理由 樋口 耕太郎 光文社

2 首里の馬 高山 羽根子 新潮社

3 ケーキの切れない非行少年たち 宮口 幸治 新潮社

一般書〈予約〉ランキング　ベスト5

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


伊藤柚貴/著

オーウェン・コルファー/作

イノウエミホコ/作

山本福敏/著

斉藤 孝/著

チャイルド社

小杉拓也/著

　◆ぼくだけのぶちまけ日記

　◆マキオ・ムジーク

　◆魔女と花火と100万円

盛口 満/文・絵

田中ゆり子/監修

エリーザ・プリチェッリ・
グエッラ/作

有沢 佳映/作

スーザン・
ニールセン/作

仁木 英之/作

　★小学校6年間の算数が一冊で
　　しっかりわかる本

　★さかな博士のレアうま魚図鑑

　★集めてわかるぬけがらのなぞ

　★はじめての子どもマナー

　◆紙の心

　◆御庭番デイズ　上下

　▲あるひあるとき

　▲おかあさんは「なんでだろう」
　　とおもっています

　▲金の鳥

　▲ゆめレスキュー

　▲あしゅらのうでのお百しょう

著者書名著者書　名

　★とことんあそぶっく シリーズ

　▲よい子れんしゅう帳

　▲さんしょっ子

　▲ぼくがまもってあげる

　▲きりん　りんりん

望月 雪絵/作

アガサ・クリスティー/作　◆名探偵ポアロ ABC殺人事件巣山ひろみ/文

茂木健一郎/著

岩谷圭介/文

あおき ひろえ/作

宮野 聡子/作・絵

楓 真知子/作

あまんきみこ/文
ささめやゆき/絵

岡田まゆみ/さくえ

八百坂洋子/文
さかたきよこ/絵

NOBU/作

まくの 明子/作

おかべ りか/作

安房直子/作

八重沢なとり/文・絵

きむらゆういち/さく

　★渋沢栄一のやりぬく力

　★改訂版ゴリラの王様

　★てっぺんの上

　★きみの声がききたくて

　★バウムクーヘンとヒロシマ

　★夢をかなえる力ののばし方

　★へんてこりんな地球地図

　▲ここにいる

　▲きみにありがとうのおくりもの

　▲たびにでた

 

▲えほん ★児童書 ◆ＹＡ（ヤングアダルト：中高生向け）



出版者

学事出版

ボーダーインク

新星出版

新星出版

沖縄時事出版

郁朋社

『沖縄文化』編集所

南城市教育委員会文化課

資料名 著者名

感染症の日本史 磯田 道史

資料名 著者名 歯のメンテナンス大全 堀 滋

世界で読み継がれる子どもの本100 コリン・ソルター 医師が教える長生きキャベツ健康法
工藤 孝文
北嶋 佳奈

SNS暴力 なぜ人は匿名の刃をふるうのか 毎日新聞取材班 建て主たちのクレーム事典 日経ホームビルダー/編

日本人の9割が知らない遺伝の真実【大活字本】 安藤 寿康 写真とイラストで綴る国鉄72・73系電車 宮下 洋一

7日間で自分で決められる人になる 根本 裕幸 お気に入りのものでできる手作りエコバッグ 寺西 恵里子

幸せは不幸な出来事を装ってやってくる 大石 吉成 「妊娠できるか検査」に行ってみた
森 瞳/著
みくに/漫画

ポーランドの歴史を知るための55章 渡辺 克義/編著 てのひらのあいさつ
ジェイソン・プラット/文
クリス・シーバン/絵

長州ファイブ サムライたちの倫敦 桜井 俊彰
スポーツ少年の運動能力を飛躍的に向上させる
強い「眼」の作り方

立花 龍司

80代の今が最高と言える 川崎 淳与 焚き火の本 猪野 正哉

三頭の虎はひとつの山に棲めない マイケル・ブース 羽生善治の脳トレ一手詰
羽生 善治
安次嶺 隆幸

古地図で楽しむ富士山 大高 康正/編著 ニューエクスプレスプラス 上海語
榎本 英雄
范 曉

国対委員長 辻元 清美 ニューエクスプレスプラス フィリピノ語 山下 美知子

ジョン・ボルトン回顧録 トランプ大統領との453日 ジョン・ボルトン 蛇神をめぐる伝承 佐佐木 隆

地政学世界地図 バティスト・コルナバス 建築史探偵の事件簿 蒼井 碧

おひとり様の相続<4つの対策> 松田 真紀子 向日葵を手折る 彩坂 美月

最新 会社の倒産 しくみと手続き
森 公任
森元 みのり/監修 江戸のおんな大工 泉 ゆたか

ポストコロナの資本主義 岩村 充 殺人事件が起きたので謎解き配信してみました 越尾 圭

ネクスト・シェア ネイサン・シュナイダー 暗闇にレンズ 高山 羽根子

歪んだ正義 大治 朋子 出世商人 1 千野 隆司

「大人の引きこもり」見えない息子と暮らした母親たち 臼井 美伸 サラと魔女とハーブの庭 七月 隆文

日本幽霊画紀行 堤 邦彦 谷根千ミステリ散歩 東川 篤哉

カビの取扱説明書 浜田 信夫 毒親と絶縁する 古谷 経衡

藻類 ルース・カッシンガー 誓願 マーガレット・アトウッド

もっとずるいいきもの図鑑 今泉 忠明/監修

発達障害チェックノート 福西 勇夫

鬱は伝染る。
う つ

マイケル・D・ヤプコ

江戸幕府の感染症対策 安藤 優一郎

太極拳の真実と「十三勢」 島田 憲

聴こえない世界に生きて

資料名 著者名

古三線に魅せられて 福田  八直幸

沖縄風疹聴覚障害を記録に残す会∥編

学力テスト全国最下位からの脱出 諸見里 明

「尚巴志塾」事業  マップ集 南城市教育委員会文化課∥編

あらかき としえ∥作・絵

沖縄文化 沖縄文化協会創設７０周年記念誌 『沖縄文化』編集所∥編

金丸とムーチーとうちゃたいまぐらぁ

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

長浜 三雄命響け希望に輝く宇宙まで


