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４月の図書館統計 貸出冊数：２８，９６８ 冊  来館者数：１１，４８１ 人 （４月２４日現在） 

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

担していただき、図書館に雑

誌を提供していただく制度で

す。提供していただいた雑誌

の最新号カバーには事業者の

広告を掲載いたします。 

 

雑誌スポンサーが決まりました！ 
 

【２０２１年度 雑誌スポンサー一覧】 

 

市立図書館では新しい情報を提供

するためにいろいろなジャンルの

雑誌をおいています 

どうぞお気軽にご利用ください 

 

※スポンサー名は五十音順 

 

子ども用車いすを寄贈いただきました！ 

 

 

(株)沖舗様より、子ども用の車いす１台を市立図書館

に寄贈いただきました。メインカウンター側の出入

口に設置されていますので、どうぞご自由にお使い

ください。 

 

 

スポンサー名 雑誌名

いなり寿し家 様 ＬＥＥ（リー）

オートキャリー 様
ＣＡＲ ａｎｄ ＤＲＩＶＥＲ(カー・

アンド・ドライバー)

月刊ＨＯＵＳＩＮＧ(ハウジング)

住まいの設計

算数カフェ 様 数学教室

オレンジページ

クロワッサン

レタスクラブ

西自動車商会 様 ひよこクラブ

月刊バスケットボール

プレジデントウーマンプレミア

ビストロ・シェ・司 様 男の隠れ家

Flower Shop嘉苑 様 NHK趣味の園芸

みさと進学塾 様 サンキュ！

宮平自動車整備工場 様 ＭＡＲＴ（マート）

Ｒｅ：ＯＮＥＤＡＹ 様 ｎｏｎ・ｎｏ（ノンノ）

おきなわいちば

ｐｏｒｔｅ（ポルト）

ｋｕ：ｎｅｌ (クウネル)

ワールドツーリスト 様 旅の手帖

リラクゼーションありあんたむ 様

CUBE　BOX 様

すこやか薬局 様

ＢＣスポーツ店 様
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一般図書 

郷土資料 

書名 著者名 出版社 請求記号 
傷痕のメッセージ 知念実希人／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ ＫＦチネ 

尚円王 

琉球歴史ドラマ ＲＢＣ創立６５周年特別番組 

土田豪介／監督・脚本・

撮影 知念臣悟／出演 

嘉島陸〔ほか〕／出演 

琉球放送 VVD.77シ 

【DVD】 

コザ銀天街 豊里友行写真録 豊里友行／著 沖縄書房 ＯＫ

672.19ト 

こどもの本・絵本 

本のなまえ かいた人 出版社 ぶんるい 
ルラルさんのつりざお いとうひろし／作 ポプラ社 Ｅ１イ 

ばいばいまたね さとうわきこ／作・絵 金の星社 Ｅ１サ 

ラストで君は「まさか！」と言う 

１２歳の物語 

ＰＨＰ研究所／編 ＰＨＰ研究所 913ラス 

くらべよう！どうぶつの赤ちゃん  

シリーズ１～７ 

小宮輝之／監修 小峰書店 480ク 

ＹＡ（中高生向け） 

書名 著者名 出版社 請求記号 

ドラえもん 日本語訳付（英文併記） 

ＶＯＬＵＭＥ１～１０ 

藤子・Ｆ・不二雄／著 小学館 726.1フ 

創竜伝 １５ 田中芳樹／著 講談社 Fタナ 

ブライアン・スティーヴンソン 

信念は社会を変えた！ 

ブライアン・スティーヴンソン／著 

ジェフ・ブラックウェル／編  

ルース・ホブデイ／編 原田勝／訳 

あすなろ書房 289.3ス 

１４歳からの文章術 一生ものの「発信力」

をつける！ 

小池陽慈／著 笠間書院 816コ 

CD・DVD 

書名 著者名 出版社 請求記号 

ｍｉｆｆｙ０・１・２さい おやすみ

ミュージック 

オルゴールぷらす／演奏 

垂石雅俊／アコースティック・ギター 
Ｋｉｎｇ 

Ｒｅｃｏｒｄ 
ＡＣＤ.92ミ 

【CD】 

 

書名 著者名 出版社 請求記号 
Ｇｏ Ｔｏマリコ 林真理子／著 文藝春秋 914.6ハ 

ヴィンテージガール 仕立屋探偵桐ケ谷京介 川瀬七緒／著 講談社 Ｆカワ 

初詣で （照降町四季シリーズ １） 佐伯泰英／著 文藝春秋 Ｆサエ 

妊娠中のラクうまごはん 

混ぜるだけ＆煮込むだけで栄養バッチリ！ 

伊東優子／監修  

櫻井麻衣子／料理監修 
マイナビ出版 598.2ニ 

新着図書紹介 

『週刊新刊全点案内』より 

https://chojugiga.com/2017/08/17/da4choju44_0002/
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場  所 特 集 の テ ー マ 期 間（予定） 

一般コーナー  
「不要不急」な内容の本特集 

＝心を豊かにする愛すべき雑学の本たち 
4/23～5/26 

児童コーナー 子どもの読書週間、母の日、こどもの日 4/23～5/26 

郷土コーナー 沖縄の五偉人 4/23～5/26 

くらしコーナー 行ったつもりの旅 4/23～5/26 

ＹＡコーナー ナイチンゲール・デー（５/12） 4/23～5/26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『どう解く？ 答えのない道徳の問題』   ポプラ社   150ヤ  

やまざき ひろし/文  きむら よう/絵  にさわだいら はるひと/絵 

 この本は、いじめ、戦争、正義などのテーマについて、簡単な絵と言葉を用いて、 

子どもにも分かりやすく「問いかけ」ます。様々な子どもや大人の意見を集めた 

「考えるためのヒント」と組み合わせて読むことで、子どもの本音を引き出し、会話 

が生まれやすくなっています。 

 家で過ごす時間が増えた今、大人も子どもも一緒に考え、コミュニケーションを 

深めるチャンスに活用して頂きたい１冊です。 

今月の Pick Up 

東直子さんの物語は「書かれた」より「描かれた」という表現がピッタリ当てはまります。それも

そのはず、東さんは「柔らかな空気をまといながら、時にハッとさせられる表現や心の奥を覗くよう

な影を含んだ歌を詠む独自の感覚に充ちた歌人」と評されていて、穂村弘さんと共著で歌集を出版し

たり、短歌の名作集の監修や編纂をつとめることもある日本を代表する歌人なのです。言葉をそぎ落

としてシンプルに表現する短歌とはちがって物語では、持ち前の観察力を十分に発揮し細かく丁寧な

情景描写から、その世界を簡単に想像することができます。この物語にもまさに、声に出して読みた

い日本語がだくさん出てきます。 

 主人公の実弥子が開いた絵画教室は、小学生から大人までの素直で優しい、けれど少し不器用な人々

が集う場所になっていきます。一緒に絵を描くという穏やかな時間を通して、自分のイメージしたも

のを相手に伝えようとする優しさや思いやりの気持ちが生み出されるのだと気づきました。自然界に

ある草木や葉も同じように見えても、一つ一つが太陽の光をあび、雨水を受け、風にそよぎながら、

それぞれの命を生きているのだという言葉が心に残りました。コピーアンドペーストで、簡単に複製

できる時代ですが、一つとして同じものはないのだから、丁寧に自然を大切にする気持ちで描かれた

絵には人を感動させる力があるのだと実感できました。読後はきっと何かを描きたくなると思います。 

ステイホームの時間に、ぜひ美しい日本語を堪能してみて下さい。      （Ｍ・Ｕ） 

今月の特集 

 

『迷路の外には何がある？ 「チーズはどこへ消えた？」その後の物語』  

  スペンサー・ジョンソン/著  門田美鈴/訳 扶桑社  933ジョ 

 この本は、2000年に発行され全世界2400万部の大ベストセラーになった 

『チーズはどこへ消えた？』の続編です。 

 登場人物は小人の「ヘム」と「ホー」、ネズミの「スニッフ」と「スカリー」です。 

 前作でチーズステーションＣ近くの自宅に１人で残ることを決めた小人のヘム。 

消えたチーズや自分を置いて行った友達のホーに対する戸惑いや苛立ちに疲れ果てる 

日々を過ごすうちに、ヘムはある決心をします。目まぐるしく変化する社会や人生の 

変化を怖がらず適応するための「迷路脱出」法を伝授する本です。 

『階段にパレット』  東 直子/著．ポプラ社   Fヒガ  

 【あらすじ】子どもも、大人も、どなたでも、絵を描きにきて下さい――。 

イラストレーターの実弥子は、下町の路地に佇む古い民家を借りて、小さな絵画教室を始

める。ひっそりと開いた教室だったが、類まれな絵の才能を持つ少年とその母親、長いつ

きあいの編集者、近所の小学校に通う子どもたち、隣人の母娘など、さまざまな人たちが

訪れるようになっていく。 



 

 

 

 

 
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。 

☆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。 

こどもの読書週間 

特別おはなし会 

5/１（土）午後３時～ 
こどもの読書週間4/23(木)～ 

５/11(火)にあわせて 特別おは 

なし会を こどもの本コーナー 

「多目的ルーム」にて行います。 

※先着１０組限定 

演目は当日のお楽しみ！ 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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    

 
★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] 

★ブックポストの利用可能な時間★ 

・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 

★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（蔵書点検） 

※大型絵本やＣＤ・ＤＶＤはブックポストに返却しないで下さい。 

5/3憲法記念日、5/4みどりの日、5/5こどもの日、

5/6（5/3の）振替休館日、5/27館内整理日 

 

20２１年６月 2021年５月 

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 
 

6/23慰霊の日  6/24館内整理日 

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」 

 

  

 

としょかんへいこうよ 

定例おはなし会 

★５月 ８日   『せんたくかあちゃん』（絵本） 

『あなたがとってもかわいい』（絵本） 

★５月１５日  よみきかせボランティアゆいゆいさん 

        『とらさんおねがいおきないで』（絵本） 

『あしあとみつけた』（パネルシアター） 

★５月２２日   『あめふりあっくん』（絵本） 

『はっぱのおうち』（大型絵本） 

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「おはなしの部屋」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。 
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