
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

場 所 特集テーマ 期 間 

一般コーナー 
「科学道100」特集 

10月下旬まで 
「秋の夜長に飯テロ文学特集」 

郷土コーナー 「空手特集」 10月下旬まで 

こどもの本コーナー 

「ハロウィン 🎃 特集」 

10月下旬まで 「スポーツの秋」 

「お月さまのほん」 

くらしの本コーナー 

「FC琉球応援＆サッカー関連本特集」 
10月下旬まで 

「琉球ゴールデンキングス応援！バスケ関連本特集」 

「美来工科高校生によるPOP展 第２弾」 ～ 11/27まで 
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ホームページアドレス：http://www.city.okinawa.okinawa.jp/lib/ 

図書館では毎月、各コーナーで多彩なテーマを取り上げ、
関連する資料を展示・貸出しています。 

2020 第 74 回 

読書週間 
10月 27日(火)～11月 9 日(月) 

９月の図書館統計 貸出冊数：26,989冊 来館者数：8,819人 （9月30日現在） 
※来館者数に関しては、新型コロナウイルス感染拡大防止の臨時カウンター期間を除き、9月11日以降の
通常開館の統計となります。 

 

様々なテーマの
特集をご用意し
ております。ぜひ
お立ち寄りくだ
さい！ 

読書の秋を機に読書の記録
を残してみませんか？ 

図書館で読書手帳シールが
発行できます！ 

・手作りしおり 
・ハロウィン 

おりがみ 
 

プレゼント！ 
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一般図書 

書名 著者名 出版社 請求記号 

物語の海を泳いで 角田光代/著 小学館 019.9カ 

簡単解説今さら聞けないアメリカ大統

領選のしくみ 
文響社編集部/著 文響社 314.89ブ 

リアルな肉食動物図鑑 小宮輝之/監修 ワニブックス 480.4リ 

英語で伝えたい！美味しい和食 

－基本の和食を英語で知ろう 和食の

レシピで英語を学ぼう－ 

検見崎聡美/料理  

主婦の友社/編 
主婦の友社 596.21シ 

オンライン会議の教科書 堀公俊/著 朝日新聞出版 809.6ホ 

獣たちのコロシアム 石田衣良/著 文藝春秋 Ｆイシ 

郷土資料 

書名 著者名 出版社 請求記号 

沖縄戦７５年戦禍を生き延びてき

た人々 
琉球新報社社会部/編著 高文研 K219.96リ 

記憶は罪ではない 大城貞俊/著 コールサック社 ＫＦオオ 

こどもの本・絵本 

本のなまえ かいた人 出版社 ぶんるい 

じぶんでよめるこんちゅうずかん 成美堂出版編集部/編著 成美堂出版 486ジ 

お菓子な自由研究－実験みたいなお菓

子作り 作ってわかる！食べておいし

い！ お家で楽しむ！― 

東京製菓学校/監修 学研プラス 596オ 

希望、きこえる？－ルワンダのラジオ

に子どもの歌が流れた日－ 
榮谷明子/著 汐文社 699サ 

ギフト、ぼくの場合 今井恭子/作 小学館 913イマ 

アンパンマンとうみのあくま やなせたかし/作・絵 フレーベル館 E1ヤ 

ＹＡ（中高生向け） 

 

書名 著者名 出版社 請求記号 

里親家庭で生活するあなたへ―里子と

実子のためのＱ＆Ａ－ 
山本真知子/著 岩崎学術出版社 369.43ヤ 

原稿用紙１枚の物語－２０行目で「あ

っ！」とおどろく― 
あいはらまひろ/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ Fアイ 

本好きの下剋上－司書になるためには

手段を選んでいられません 第５部

〔２〕女神の化身 

香月美夜/著 ＴＯブックス Fカズ 

あらしのよるに－短編集－ 
きむらゆういち/作  

あべ弘士/絵 
講談社 Fキム 

新 着 図 書 紹 介 
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④「東洋経済8月8日15日合併号」 

⑤「ku:nel （クウネル）9月号」 

⑥「Mart （マート）9月号」 

① 「ＴＨＥ２１ 7月号」 

②「クロワッサン 7月25日号」 

③「 Newsweek（ニューズウイーク） 

       8/11・8/15合併号」  

今月の Pick Up 

 新型コロナウイルスの感染拡大予防にともなって「新しい生活様式」で過ごすことが推奨 

されています。家で過ごす時間が長くなると、テレビやインターネットなどの報道や情報に 

不安になる方も多いと聞きます。そんな時には静かに読書の時間を楽しんでみませんか？ 

 図書館には小説、教養、知識や好奇心を高める書籍のほかに、様々なジャンルの雑誌も 

所蔵しています。今月は、「おすすめ本」を特集している雑誌をご紹介します。 

 

 他にも「サライ８月号」「家庭画報８月号」「Tarzan８/13 号」など様々なジャンルの雑誌

で、おすすめ本の特集をしています。紹介されている本は、人生の荒波を乗り越えてきた年長者

のエッセイや、家族や友人など人と人との絆を深める物語や成長記録など、前向きになれる言

葉でつづられた本が多いように感じました。本によって世界が広がり、自分とは違う世界にい

る人の事を想像でき、更に読書は、自分自身との対話にもなるのだと気づきました。 

 

 

 

 

 

楽しみにしていた旅行や会合などがキャンセルになり、暗いニュースが多い日々、気力や食

欲が湧かない、と感じる方も多いでしょう。そんな時に薦めたいと、手に取ったのは「ばっちゃ

ん」の愛称で子ども達から親しまれている中本忠子さんの「あんた、ご飯食うたん？」でした。

子どもと頬を寄せあう姿が心和む表紙に誘われ、読み始めると沈んでいた気持ちが軽くなった

のです。「広島のマザーテレサ」の異名をもつ中本さんの言葉にパワーをもらいました。 

 この本は、広島県で約 40 年もの間、保護司をするかたわら、非行少年や生き辛さを抱えな

がら行き場を失ってしまった子ども達に、無償で手料理をふるまってきた中本忠子さんの活動

を綴っています。ちゃきちゃきの広島弁がリズムよく心に響きます。 

保護司として関わった少年が、空腹と孤独を紛らわせるためにシンナーを吸入していること

を知った中本さんは、なんとかシンナーをやめさせようと、自宅で食事を一緒にするようにな

ったことがきっかけで「お腹が満たされていれば悪さをせずにすむ」という持論を打ち立て、

「食」を介して心を通わせ非行や犯罪から数百人もの少年少女を立ち直らせてきました。 

中本さんは、子ども達と接する時に心がけている「詮索しない」「指導せず共感する」という

２つのルールの大切さを伝えています。一緒にボランティアをしている仲間にも日頃から「感

謝、感動、関心、謙虚」が大事なんだと話しているそうです。あれこれ聞かず「よう来たのぉ」   

と言って受け入れるだけ。気持ちによりそって信頼関係をつくることを心がけると、そのう

ちに安心した子どもたちは心を開き、大人の話にも耳を傾けるようになる、のだそうです。 

今の時代に必要な人間関係の築き方や思春期の子との接し方が学べる1冊です。（Ｍ．Ｕ） 

   関連本 

『実像-広島の「ばっちゃん」 

中本忠子の真実』 

秋山 千佳/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ  

289.1ナ   

『あんた、ご飯食うたん？』 

中本 忠子/著 カンゼン 

327.85ナ  

 

③  ①  ②  

⑤  ④  ⑥  



 

 

 

★ 10月17日（予定） 『ぜったいにおしちゃダメ？』（絵本）、『ごんべえたぬき』（絵本） 

※おはなしボランティアゆいゆいさん担当          

★ 10月24日（予定） 『いもほりコロッケ』（絵本）、 

            『おおきなかぼちゃ』（絵本） 

 毎月第 2・3・4の土曜日、午後 3時から約 30分間、こどもの本コーナー「多目的ルーム」にて、 

絵本の読み聞かせや手遊びなどを行っております。どうぞお気軽にご参加ください。 

 

                     

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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      

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 

    はお休みです 

１1／２４：勤労感謝の日の振替休  

１１／２６：館内整理日 

 
★開館時間★ 

火曜日～金曜日 午前9時30分～午後8時 

土曜日・日曜日 午前9時30分～午後6時 

[まなびの部屋は午後１０時まで] 
★休館日★ 

 ・毎週月曜日（定期休館日） 

 ・祝日(文化の日除く) 

・毎月第４木曜日（館内整理日） 

・慰霊の日（６月２３日） 

・年末年始（12月２９日～1月3日） 

・特別整理期間 

※大型絵本、大型紙芝居、紙芝居、ＣＤ・ＤＶＤはブックポストに返却しないで下さい 

★返却ポストの利用可能な時間★ 
本館 

・開館前 午前8時～午前9時30分 

・閉館後 午後8時(土・日は午後6時) 

～午後10時 

・休館日 午前８時～午後10時 

 

市役所 

・平日 午前8時30分～午後6時30分 

・土日 午前8時30分～午後5時 

 

定例おはなし会 

おはなしキャラバン ～参加団体募集のお知らせ～ 

図書館職員やボランティアの皆様が施設に出向き、おはなし会を行います。 

詳しくは図書館HPまたはお電話でお問い合わせください。（担当：玉城） 

 

対 象：沖縄市内の団体（図書館より遠隔地に所在している団体や来館に不便を 

きたしている団体など） 

内 容：１回、３０分程度のおはなし会 

実施期間： ～ 3月１９日 １０時以降～（30分程度）  

１０／２２：館内整理日 

※定例おはなし会は、コロナウィルス感染拡大防止のため開催場所を多目的ルームに変更

しています。状況によって、変更または中止となる場合があります。 

予定日の開催状況に関しましてはHPや電話でご確認下さいますようお願いいたします。 
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