
 

 

 

2021年3月末までに 

約4,000 タイトル 

ご利用頂ける方 

沖縄市在住 

又は通勤・通学 

している方 
※利用者登録が 

必要です 

沖縄市立図書館 2021 年 2月 1日発行 第 313号 

 

 

 

 

〒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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１月の図書館統計 ★貸出冊数 25,847冊 ★来館者数 15,802人（1月27日現在） 

場所 特集テーマ 期間 

一般コーナー 
沖縄キャンプ 広島東洋カープ ～2月下旬 

図鑑・事典大集合 ～2月下旬 

児童コーナー 
せつぶん 

ねこの日 
～2月下旬 

YAコーナー ねこの日 ～2月下旬 

郷土コーナー おきなわの花木・樹木 ～2月下旬 

くらしの本コーナー バレンタインデー ～2月下旬 

図書館だより ２月号 

沖縄市電子図書館URL・QRコードはこちらから 

https://www.d-library.jp/okinawa 

 

いつでも 

どこでも 

利用可能！ 

ご利用できる端末 

パソコン 

タブレット 

スマートフォン 

など 

ご利用できる 

冊数・期間 
冊数：３冊 

期間：２週間 

※期限がきたら 

自動で返却されます 

今後もタイトルが増えていきます！ 

※図書館にある本が電子書籍で 

読めるわけではありません。 

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。 
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【一般図書】 

【郷土資料】 

書名 著者名 出版社 請求記号 
琉球怪談 ゴーヤーの巻 

     マブイグミの巻 

     キジムナーの巻 

太田基之／画 

小原猛／原作 

 

小学館 

 

K726.1オ 

第７２回 沖展 ２０２０  沖縄タイムス社 Ｋ702.9オ 

【こどもの本・絵本】 

本のなまえ かいた人 出版社 ぶんるい 

どれもみーんなアントニオ！ 
スザンナ・マッティアンジェリ文 

マリアキアラ・ディ・ジョルジョ絵 山烋 Ｅ２ デ 

まんぷくよこちょう なかざわくみこ／作 文溪堂 Ｅ１ ナ 

スマホとゲーム障害 

―上手に使って病気を防ごう！― 
内海裕美／監修 

少年写真 

新聞社 
493.9ス 

いみちぇん！（角川つばさ文庫）①～⑲ あさばみゆき／作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913アサ 

【ＹＡ（中高生向け）】 

書名 著者名 出版社 請求記号 

Ｂａｂｅｌ
バ ベ ル

 Ⅰ～Ⅱ 古宮九時／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ Ｆフル 

完全版ピーナッツ全集 1～２５ 
チャールズ・M.シュルツ/著，

谷川 俊太郎／訳 河出書房新社 726.1シ 

 

書名 著者名 出版社 請求記号 

ブロークン・ブリテンに聞け ブレイディみかこ／著 講談社 302.33ブ 

敏感すぎる心がスーッとラクになる本 長沼睦雄／監修 扶桑社 493.79ビ 

「幸福のチョコレート」を探しにどこまでも 木野内美里／著 新潮社 588.34キ 

天を測る 今野敏／著 講談社 Ｆコン 

新着図書紹介 

『みがわり』 青山七恵／著 幻冬舎  Ｆアオ 

駆け出し作家の律は、ファ

ンを名乗る女性から亡き姉の

伝記執筆の依頼を受ける。そ

の姉は、生前の姿形が律と瓜

二つだったという。取材を進

めるうち、姉妹の確執、家族の

秘密が明らかになり…。 

【こどもの本】 

『ＡＩロボット、ひと月貸します！』 

  木内南緒／作 岩崎書店 913キウ 

 

未来科学研究所の所長さ 

んが貸してくれた「AIロ 

ボット」。ぼくの分身が作 

れてしまうんだって。そ 

してあらわれた、ぼくそ 

っくりのロボット。これ 

からいったい…!? 



-3- 

 

 

 

『わるじい秘剣帖① -じいじだよ-』 
風野真知雄／著  双葉社  Ｆカゼ 

 
【あらすじ】元目付の愛坂桃太郎は、不肖の息子が芸者・珠子に作らせた外孫・

桃子の可愛さのあまり、背負って子守りする日々。ところが、売れっ子芸者の珠

子の周囲ではなぜか奇妙な事件が多発。孫を守るため、桃太郎の秘剣が唸る！ 

 
返却された本を書架に戻す作業をしている時、時代小説の文庫本ってよく貸出されてて人気あ

るなーと感じることが多々ありました。普段なかなか時代小説を読んだことがなかったので、ど

うしてこんなに人気があるのか確かめてみようと読みだしたのが、最近新しく市立図書館に入っ

た本書『わるじい秘剣帖① -じいじだよ-』です。「わるじい」という割に真面目そうなおじいち

ゃんがおんぶひもして赤ちゃんを背負っている表紙からしてすでにいろいろ面白い！ 

隠居して趣味にいそしんでいたおじいちゃんが、突然現れた孫かわいさに、母子の周囲で起こ

る事件を元目付役ならではの経験でちょーっと悪い機転をきかせたり、衰え知らずの剣さばきで

ばっさばっさと解決していく様子がなんとも小気味よく軽快です。また、江戸の街並みや風情あ

る長屋、ちょいちょいでてくる美味しそうなごはんにも心くすぐられているうちにあっという間

に読み終えてしまいます。わるじいの孫バカっぷりと活躍をもっと読みたくなる、人気なシリー

ズというのも納得の作品でした。本書は10巻でシリーズ完結していますが、「わるじい慈剣帖」

という新しいシリーズに続いていますので、ぜひそちらもお楽しみください。 

そして時代小説の文庫本が人気な理由について、お話が面白いというのはもちろんですが、そ

れ以外にもこれかしら？という理由がいくつか思い当たりました。①実は時代小説って他の文庫

本よりも文字が大きくて読みやすい！②文庫サイズだから軽くて読みやすい！③1冊の中でも一

話一話でお話が完結していて読みやすい！（ドラマ水戸黄門みたい）などなど、読みやすさに特

化しているのが秘訣ではないかとふんでいます。市立図書館にはまだまだたくさん時代小説の文

庫本がありますので、ぜひ文庫コーナーに足を運んでみてください。（E・T） 

 

 

今月の Pick Up 

『古代エジプト解剖図鑑』 

近藤二郎／著 エクスナレ
ッジ 242.03コ 
 
最初のピラミッドを築いた
王、ピラミッドの分布、ミイ
ラのつくりかた、ヒエログリ
フの読みかた…。ファラオ、
王墓、神殿、神々、生活など
多岐にわたる分野をイラス
トとともに解説する。 

一般 『まいにち豆腐レシピ』 

工藤詩織／著 牛尾理恵／レ
シピ 池田書店 596.3ク 
 
健康的で経済的、豆腐の魅力
はそれだけではない！ 時
代や国境を越えて愛されて
きた豆腐の世界を覗いてみ
よう。豆腐の魅力を伝えると
ともに、豆腐料理のレシピを
多数紹介する。 

Ｙ・Ａ 

くらし 

じどう 『魔導具師ダリヤはうつむ
かない』 
甘岸久弥／著 ＫＡＤＯＫ
ＡＷＡ Ｆアマ 
 
いつも人に振り回され、うつ
むいて生きてきたダリヤは、
婚約破棄を機に好きに生き
ようと決意する。魔導具師と
して自由気ままにものづく
りをしていたら、どんどん楽
しくなってきて…。 

『珪藻美術館』 

奥修／文・写真 福音館書店
473オ 

 
ガラスの殻をもつ藻、珪藻。
その１ミリの１０分の１に
も満たないガラスの殻を並
べ、美しくて世界一ちいさい
“ガラスアート”ができるま
でを描く。『月刊たくさんの
ふしぎ』から生まれた本。 



 

 

３／２０：春分の日 

３／２５：館内整理日  

２／１１：建国記念の日 

２／２３：天皇誕生日 

２／２５：館内整理日 

としょかんへいこうよ 

О毎月第３日曜日はファミリー読書の日です。ご家族で読書タイムを楽しみましょうБ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

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       

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    

 ★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できません 

★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 

 

    はお休みです 

定例おはなし会 
  

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。 
л２月１３日  『にんじん かりかり かじったら』（絵本）、 『うがいライオン』（大型絵本） 

л２月２０日 よみきかせボランティアゆいゆいさん担当 

『エパミナンダス』（素話）、 『おまえ うまそうだな』（絵本） 

л２月２７日 『うさぎの おうち』（絵本）、 『メアリー・スミス』（絵本） 

＊新型コロナウィ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。 

 現在、新型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。 

 

保育園・幼稚園等の幼児向けに３０分程度の「おはなし会」を行っています。 

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 「多目的ルーム」 

※事前（３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。 

О О 
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