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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★ 

ぴよぴよおはなし会 

☆３月 3 日・１0 日・24 日・ 

31 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 

定例おはなし会 

☆３月１3 日・２7 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 

図書除菌機が入りました！ 

年明け１月より、那覇市立図書館で

は図書除菌機を設置しています。１回

30 秒で６冊程度の本や雑誌を除菌する

ことができます。 

使用方法は掲示していますが、わか

らない場合は職員へおたずねください。 

今月の展示テーマ 

＜メイン＞ 

・POP でおすすめ本！ 

＜読み聞かせ＞ 

・おさんぽ 

沖縄県内では桜の開花がピークを迎えました。繁多川図書館 

周辺でもピンクの花々が目を楽しませてくれましたね。 

気温が 20 度を超える暖かい日も増えましたが、まだまだ 

マスクは手放せそうにありません。引き続き、ご来館の際 

にはマスクの着用と手指の消毒をお願い致します。 

※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  

●● ぼぼ うう しし かか ぶぶ っっ てて  三三 浦浦 太太 郎郎  童童 心心 社社  

●● ふふ うう せせ んん ゆゆ らら ゆゆ らら  とと よよ たた かか ずず ひひ ここ  アア リリ スス 館館  

▲▲ カカ メメ レレ オオ ンン どど ろろ ぼぼ うう ・・ ドド ロロ ンン  苅苅田田澄澄子子//伊伊藤藤夏夏紀紀  ああ かか ねね 書書 房房  

▲▲ぎぎょょううれれつつののででききるるススパパゲゲッッテティィややささんん   ふふ くく ざざ わわ ゆゆ みみ ここ  教教 育育 画画 劇劇  

▲▲ ポポ ッッ ココ とと たた いい ここ  ママシシュューー・・フフォォーーササイイスス   化化 学学 同同 人人  

▲▲ まま っっ てて いい るる 。。  村村 上上 康康 成成  講講 談談 社社  

▲▲ どど ここ ちち ゃゃ んん  鈴鈴 木木 のの りり たた けけ  PP HH PP 研研 究究 所所  

★★ 沖沖 縄縄 のの 昆昆 虫虫  槐槐 真真 史史 ‖‖ 編編 著著  学学 研研 ププ ララ スス  

★★「「ははたたららくく細細胞胞」」ウウイイルルススのの教教科科書書   講講 談談 社社 ‖‖ 編編  講講 談談 社社  

★★ドドララええももんん探探求求ワワーールルドド自自然然のの脅脅威威とと防防災災   藤藤子子・・FF・・不不二二雄雄‖‖ままんんがが  小小 学学 館館  

★★けけんんりりはは子子どどももののハハッッピピーーパパススポポーートト   砂砂 川川 真真 澄澄  南南 方方 新新 社社  

★★ トト ッッ ププ ララ ンン  つつ げげ みみ ささ おお  国国 土土 社社  

◆◆ ロロ イイ ヤヤ ルル シシ アア タタ ーー のの 幽幽 霊霊 たた ちち  ジジェェララルルデディィンン・・ママココッッククラランン   小小 学学 館館  

◆◆おお笑笑いい芸芸人人とと学学ぶぶ 1133 歳歳かかららのの SSDDGGss   たた かか まま つつ なな なな  くく もも んん 出出 版版  

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  

美ら二胡ヒーリング～二胡＆三線 甘建民 他‖二胡 坪井寛‖三線 0830050655 

ＮＮＨＨＫＫええいいごごででああそそぼぼ wwiitthh  OOrrttoonn  22001199--22002200  VV・・AA  00883300005500772288  

ののりりももののソソンンググ  VV・・AA  00883300005500774444  

ＢＢＬＬＵＵＥＥ  ＮＮＯＯＴＴＥＥ  ＮＮＯＯＷＷ  VV・・AA  00883300005500559900  

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  ふふししぎぎ編編    00883300005500556666  

新新型型ココロロナナウウイイルルスス医医師師がが伝伝ええたたいいこことと  NNHHKK エエデデュュケケーーシショョンン  00883300005511005588  

シシリリーーズズ最最強強ウウイイルルスス  感感染染爆爆発発～～パパンンデデミミッッククフフルルーー～～  三三浦浦友友和和‖‖出出演演  00883300005500779955  

●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  

情情報報とと社社会会  正正義義をを振振りりかかざざすす「「極極端端なな人人」」のの正正体体  山山 口口   真真 一一  光光 文文 社社  

宗宗 教教 観観  ししりりああががりり寿寿のの死死後後のの世世界界   しし りり ああ がが りり 寿寿  辰辰 巳巳 出出 版版  

日日 本本 史史  絶絶対対にに挫挫折折ししなないい日日本本史史  古古 市市   憲憲 寿寿  新新 潮潮 社社  

労労働働問問題題  アアンンダダーーククララスス 22003300  置置きき去去りりににさされれるる「「氷氷河河期期世世代代」」   橋橋 本本   健健 二二  毎毎 日日 新新 聞聞 出出 版版  

働働 きき 方方  株株式式会会社社ウウチチららめめっっちちゃゃ細細かかいいんんでで   佐佐 藤藤   啓啓  ああ ささ 出出 版版  

教教育育事事情情  日日本本ののオオンンラライインン教教育育最最前前線線  石石 戸戸   奈奈 々々 子子  明明 石石 書書 店店  

保保 健健 食食  健健康康的的ににややせせたた美美ししいい人人はは粉粉ミミルルククをを飲飲んんででいいるる   望望月月  理理恵恵子子//監監修修  主主 婦婦 のの 友友 社社  

被被 服服  ああのの人人がが着着るるとと、、パパーーカカーーががななぜぜおおししゃゃれれにに見見ええるるののかか   川川邉邉ササチチココ、、美美木木ちちががやや  主主 婦婦 とと 生生 活活 社社  

収収 納納 術術  無無印印良良品品  片片づづけけ上上手手ささんんのの収収納納術術   野野 崎崎   ささ ゆゆ りり //編編  主主 婦婦 のの 友友 社社  

メメーールル術術  段段取取りり上上手手ののメメーールル  ささくくささくく仕仕事事がが進進むむ超超速速文文章章術術   中 川 路  亜 紀 文文 藝藝 春春 秋秋  

西西 洋洋 画画  最最後後ののダダ・・ヴヴィィンンチチのの真真実実   ベ ン ・ ル イ ス 集集英英社社イインンタターーナナシショョナナルル  

仏仏 語語  フフラランンスス語語でで日日本本案案内内  井上美穂、アントワーヌ・ラモン 白白 水水 社社  

推推理理小小説説  推推理理小小説説年年鑑鑑  ザザ・・ベベスストトミミスステテリリーーズズ 22002200   矢 樹  純 ほ か 講講 談談 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 をを 世世 界界 空空 手手 のの 聖聖 地地 にに  亀亀 川川   爵爵  ゆゆ いい 出出 版版  

星星のの旅旅人人  沖沖縄縄のの美美らら星星にに魅魅せせらられれてて  宮宮 地地   竹竹 史史  沖沖縄縄タタイイムムスス社社  

ゲゲ ッッ チチ ョョ 先先 生生 のの トト ンン デデ モモ 昆昆 虫虫 記記  盛盛 口口   満満  ポポ ププ ララ 社社  

私私たたちちはは新新聞聞記記者者  女女性性のの眼眼でで社社会会をを取取材材   宮宮 城城   鷹鷹 夫夫  ボボーーダダーーイインンクク  

ヒヒ ヌヌ カカ ンン ・・ 仏仏 壇壇 ・・ おお 墓墓 とと 年年 中中 行行 事事  稲稲 福福   政政 斉斉  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★ 


