
 

 

                                     

           
 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒904-0004 沖縄市中央 2 丁目 28－1    

TEL：098-929-4919 FAX：098-923-0312 

ホームページ： http://www.city.okinawa.okinawa.jp/lib/ 
 
 

 

沖縄市立図書館 

１1月の図書館統計 ★貸出冊数２７,813冊 ★来館者数１１,９１７人（11月25日現在） 

  

【館内整理日】2020年12月28日（月） 

【年 末 年 始】2020年12月 29日（火）～ 

2021年 1月４日（月） 

【年末年始休館中の返却ポスト利用】 

場  所 利用時間 返却できない資料 

沖縄市立図書館 8時～２２時 ＣＤ・ＤＶＤ・ビデオ・大型絵本・紙芝居 

※ただし、市役所と各学校ステーションの返却ポストの利用はできません。 

【開 館 日】2021年 1月５日（火）午前 9時３０分～ 

募集期間：１１月４日（水）～２０２１年１月２６日（火） 

＜広告サイズ＞ 

サイズは縦４ｃｍ×横１３ｃｍ以内。広告物の地色や文字色は自由です。 

詳しくは沖縄市立図書館ＨＰをご覧に なるか、当館まで ご連絡ください。 

※申し込みの際は実施要項を必ずご確認ください。 

＜仕組み＞ 

スポンサー名 

表紙カバー 

 

雑誌スポンサー大募集！ 
 事業者が「雑誌スポンサー」となって雑誌の購入費用をご負担して頂き、図書館

に雑誌を提供して頂く制度です。提供して頂いた雑誌の最新号のカバーに事業者の

広告を掲載いたします。費用は雑誌の年間購読料のみです。 

 

 ２０２０年１２月１日発行 第３１１号 

http://www.city.okinawa.okinawa.jp/lib/
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『やっぱり、このゴミは収集できません 

ゴミ清掃員がやばい現場で考えたこと』 
滝沢秀一/著 白夜書房 518.54タ 

 

理解不能な怪奇ゴミに怪事件、

金持ちゴミの分析や食品ロスの

実態…。定収入を得るためにゴ

ミ清掃員を始めたお笑い芸人・

滝沢秀一がゴミについて語る。

コロナ禍のゴミ清掃員現場も掲

載。 

 
 

 

『謎解きジンブン塾 琉球・沖縄の世界 下巻』 
新城俊昭/著 編集工房東洋企画 K219.9ア  

 

琉球・沖縄の世界について謎

解きを通してわかりやすく

解説。下巻は、「琉球王国はど

のようにして解体されたの

か」「なぜ沖縄に軍事基地が

集中しているのか」など、近

代沖縄から戦後沖縄まで、１

７テーマ１４９のＱ＆Ａを

収録。 

 

『谷根千ミステリ散歩-中途半端な逆さま問題』 
東川篤哉/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ Ｆヒガ 

 

谷根千の路地裏にある、隠れ家的

雑貨屋「怪運堂」。店主・竹田津の

探偵の素質に気づいた女子大生・

つみれが難事件を持ちこむと…。

ゆるすぎる名探偵＆迷推理女子に

よる本格ミステリ。『小説野性時

代』掲載を改稿し単行本化。 

 
 

 

『へんてこりんな地球図鑑 

おもしろくてためにならない！』 

岩谷圭介/文 小学館 450イ 
 

科学の眼鏡を通して見ると、世

界はとっても楽しい！ 「宇宙

と空に境目はない」「虹は七色で

はない」「雪だるまが作れない雪

がある」など、地球のへんてこり

んで、ゆかいな話を紹介する。 
 

  

書名 著者名 出版者 請求記号 

【一般】 

戦国の図書館 新藤透/著 東京堂出版 010.21 シ 

創作する遺伝子 －僕が愛したＭＥＭＥたち－ 小島秀夫/著 新潮社 019.9 コ 

明るい覚悟 －こんな時代に－ 落合恵子/著 朝日新聞出版 914.6 オ 

【郷土】 

お父さんはユーチューバー 浜口倫太郎/著 双葉社 K F ハマ 

まんがでわかる日米地位協定 平良隆久/著 小学館 K 329.24 タ 

【YA】 

１４歳の水平線 椰月美智子/作 講談社 F ヤズ 

１０代から考える生き方選び 竹信三恵子/著 岩波書店 159.7 タ 

部活魂！この文化部がすごい 読売中高生新聞編集室/著 筑摩書房 375.1 ヨ 

【児童】 

じりじりの移動図書館 廣嶋玲子/著 講談社 913 ヒロ 

おばけのばあ せなけいこ/さく・え ＫＡＤＯＫＡＷＡ E1 セ 

はこぶ仕事のひみつ図鑑 ― スタジオタッククリエイティブ 680 ハ 

 
『週刊新刊全点案内』より 

- 今月の Pick Up - 



-3- 

 

 

 

 

一般コーナー 
「沖縄市ハートフル福祉フェア」 

  －多様性を理解しよう－ ～12月下旬まで 

郷土コーナー 「コザ暴動」 ～12月下旬まで 

児童コーナー 「クリスマス」 ～12月下旬まで 

YAコーナー 「魔法の本」 ～12月下旬まで 

くらしの本コーナー 

「琉球ゴールデンキングス応援＆ 

バスケットボール関連本特集」 
～12月下旬まで 

「クリスマス・年末年始」特集 ～12月下旬まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『ツタよ、ツタ』 大島 真寿美／著  KFオオ  実業乃日本社出版 
 

昨年 10 月 31 日の燃え上がる首里城の様子を伝えるニュースは、県民のみならず多くの

人に大きな衝撃を与えました。あの美しい首里城正殿も美術工芸品ももう無いなんて…。私

も言いようのない喪失感と、もっと足を運んでおけば良かったという後悔を感じていまし

た。その頃に読んだのがこの本です。 

主人公の「ツタ」は琉球処分後の首里に生まれました。祖父は尚泰の側近を務める程の人

物で、ツタも当時県内に１つしかない高等女学校へ進学しました。けれど士族の出である父

は慣れぬ商売に手をだし裕福だった家は次第に衰退していきます。大学進学を諦めたツタ

は写真見合いで台湾に住む男と結婚、子も授かり順風満帆でしたが…。 

これはある女性の生涯を描いた物語です。その後ツタは作家「久路千紗子」という名で沖

縄出身者の内地での苦悩を描いた作品を世に出しますが、ツタの意図を余所に編集者が沖

縄を誇張したタイトルやあおり文句を付けた為、同郷の県人会の人たちや沖縄に住む親戚

から猛烈は批判を受けることとなります。結局、ツタがその後作品を世に出すことはありま

せんでした。しかし、沖縄返還の翌年、「幻の女流作家 久路千紗子」を探し求めて沖縄の

若い女性記者がツタのもとへやって来ます。40年の歳月を経てツタは何を語るのか……。 

ツタが生まれ育った美しい首里や那覇の町並みは、沖縄戦やその後の復興で大きく姿を

変えてしまいましたが、ツタの瞳を通して少しだけみることが出来た気がします。興味のあ

る方はぜひ読んでみて下さい。  （Y・M） 

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。 

 

みなさんは沖縄市の兄弟姉妹友好都市をご存知ですか？ 

関連資料コーナーを設置しました。 

図書館に来た時には一度のぞいてみてください。

場所：図書館 郷土コーナー



 

 

としょかんへいこうよ 

１／１２：成人の日の振替休  

１／２８：館内整理日  

１２／２８：館内整理日  

１２／２９～ １／3：年末年始休み 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

毎月第２・３・４の土曜日、午後３時から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。 

★１２月１２日  『サンタクロースもパンツがだいすき』（絵本）、『へんしんおでん』（紙芝居） 

☆１２月１９日 よみきかせボランティアゆいゆいさん担当 

『まどから★おくりもの』（大型絵本）、『あなのはなし』（紙芝居） 

★１２月２６日  『みならいサンタ』（絵本）、『くまのこのとしこし』（絵本） 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、先着 10組までのご参加とさせていただきます。 

 

 

保育園・幼稚園等の幼児向けにおはなし会を行っています。内容は３０分程度です。 

園に合わせて対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。 

内 容：月１回 ３０分程度のおはなし会 

場 所：沖縄市立図書館 「おはなしの部屋」 または 「多目的ルーム」 

※事前（１週間前まで）に図書館へお申し込みください。申込順になりますのでご了承ください。 

 

日 月 火 水 木 金 土   日 月 火 水 木 金 土 

  １ ２ ３ ４ ５        １ ２ 

６ ７ ８ ９ １０ １１ １２   ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 

１３ １４ １５ １６ １７ １８ １９   １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ 

２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６   １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ 

２７ ２８ ２９ ３０ ３１     ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ 

         ３１       

 ★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 

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。 

    はお休みです 
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