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５月の図書館統計 貸出冊数：２９,５９６冊  来館者数：１０,６２３人 （５月 23 日現在） 

 
アルコール噴霧器を寄贈していただきました！ 

農業協同組合様より、アルコール噴霧器を寄贈していただきました。 

ペダルを踏むことで消毒液が噴霧される仕組みになっており、衛生的

にご使用いただけます。まなびの部屋の出入り口に設置予定です。 

ありがとうございました！！ 

 

６月２０日(日) 

まで 

休館中 
 

緊急事態宣言発令に伴い、5/25 （火）～6/20 （日）の間、

図書館は臨時休館となります。 

「電子図書館」は通常通りご利用いただけます。 

くわしくは、ホームページをご確認ください。 

 
児童コーナーの机と椅子に無償で抗菌コーティングをしていただきました！ 

 

 

合同会社ヒロ商事様に、無償で児童コーナーの

机と椅子に抗菌コーティング （光触媒）をしてい

ただきました。 

ありがとうございました！！ 
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【一般図書】 

【郷土資料】 

書名 著者名 出版社 請求記号 
占領下沖縄の学校教育 

－沖縄の社会科成立過程にみる教育制度・教科書・教育課程－ 

萩原真美／著 六花出版 K372.19  

ハ 

アイウィットネス 

－時代を目撃したカメラマン－ 

平敷安常／著 講談社 Ｋ740.21  

ヘ 

ばばこの蜜蜂 なかみや梁／著 沖縄タイム

ス社 

KFナカ 

【こどもの本・絵本】 

本のなまえ かいた人 出版社 ぶんるい 
分解する図鑑  －小学館の図鑑NEOプラス－ 森下信／監修・指導 小学館 503.8プ 

フランクリンとルナ、本のなかへ ケイティ・ハーネッ

ト／絵 

BL出版 Ｅ２ハ 

わかってるって しもかわらゆみ／作 イマジネイショ

ン・プラス 
E1シ 

【ＹＡ（中高生向け）】 

書名 著者名 出版社 請求記号 

書医あづさの手控（クロニクル） 

      －書誌入門ノベル！－ 

白戸満喜子／著 

吉井アキ／画 

文学通信 Fシロ 

ダリウスは今日も生きづらい アディーブ・コラーム／著 集英社 933コラ 

オン・ザ・カム・アップ  

－いま、這いあがるとき－ 

アンジ―・トーマス／

作 

岩崎書店 933トマ 

【CD・DVD】 

書名 著者名 出版社 請求記号 

Ｒａｉｎｙ Ｊａｚｚ 

－雨の日と月曜日のカフェは－ 

Moonlight Jazz Blue／演奏 

JAZZ PARADISE／演奏 

Sugar Candy ＡＣＤ.13レ 

【CD】 

もうひとつのどうぶつえん 
－絶滅動物ものがたり ドードーたちの時代－ 

宇田川美紀／演出 

Chara／声 

角川映画 VVD.77モ 

【DVD】 

 

書名 著者名 出版社 請求記号 
すぐ動けない人のための時間割仕事術 藤井孝一／著 朝日新聞出

版 

336.2フ 

男のファッション基本とルール 

－マネするだけで大丈夫！－ 

ヤマウチショウゴ／

監修 

成美堂出版 589.2オ 

農家が教える草刈り・草取りのコツと裏ワザ 
－刈り払い機のきほん、モア、鎌、ニワトリ、太陽熱、米ヌカ、

チェーン除草など－ 

農文協／編 農山漁村文

化協会 

615.6ノ 

スイッチ  －悪意の実験－ 潮谷験／著 講談社 Fシオ 

ほたるいしマジカルランド 寺地はるな／著 ポプラ社 Fテラ 

新着図書紹介 
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『サラダ好きのライオン（村上ラヂオ３）』 村上 春樹／著 

【内容】 

 ささやかなエピソード、細かい知識、個人的な世界観…。

小説家の頭の中の抽斗にこっそりしまわれていたマテリアルか

ら紡ぎ出した、心の“こり”をときほぐすエッセイ集。 

大橋歩さんの銅版画と一緒にお楽しみください。 

『ａｎａｎ』『ＧＩＮＺＡ』掲載を加筆修正し単行本化。             

野菜が、ユニークで可愛らしいキャラクターに変身！ 

親子で楽しめそうな1冊です！ 

【おすすめの 1冊】 

今月のPickup！ 

5月の開館中、図書館では【「不要不急」な本＝心を豊かにする愛すべき雑学の本たち】と称して、 

特集を組み、「大らかに、ゆるーく楽しめる」ような本を集めて展示していた。職員も特集の本を楽しそ

うに選んでいたし、利用者の皆様にも好評でたくさんの利用があった。 

 「ＬＧＢＴ」などマイノリティの問題や、「虐待」「ヤングケアラー」といった喫緊の現代の課題をテー

マにした小説がベストセラーになっている一方で、みんな少し「心の休憩」がほしい時もあるのかも・・・

と感じてしまう。特に外出して気分転換を図ることが難しい今、本のなかだけでもリラックスしたいと思

ったり・・・しますよね？ 

 そこで今回は村上春樹さんのエッセイをおすすめしたい。「村上春樹」といえば、ノーベル文学賞の候

補にも名前が上がるほどの作家さん。今や「大作家」みたいなイメージが先行していて手に取りにくいと

いう方もいらっしゃるのではないだろうか？食わず嫌い的に「村上春樹の小説は・・・」と敬遠してきた

方にも、このエッセイならそのイメージが覆されること間違いなしだ。 

 そういえば余談だがここ数年、村上春樹さんは実際にＦＭのラジオ番組を持って、しゃべっていたりす

る。ずっとテレビやラジオに出たりすることはなかったし、メディアに露出の少ない方だったので、最初

に聞いた時はすごくびっくりした。でも昔から音楽が好きだというのは知っていたし初期の小説にはラジ

オのＤＪが出てきたりしていたので、もしかしてずっとやってみたかったのだろうか？そのＦＭの番組の

名前がその名もずばり「村上ｒａｄｉｏ」。本書のタイトルと一緒である。放送を聴いたという方もいら

っしゃるのでは？ 

 内容は上にも書いてあるようにあくまでささやかなエピソードがほとんどだ。先月の本館の特集のよう

な、「不要不急」な内容と村上春樹さんのユーモアとセンスに溢れたリズムの良い文章。大橋歩さんの素

敵な銅版画の挿絵が花を添えている。「村上ラヂオ」というシリーズ名にもある通り、まさに何かをしな

がらうしろで心地良く聞こえてくる「ラジオ」みたいな本である。  

読んで気に入って下さったら、「村上ラヂオ」「おおきなかぶ、むずかしいアボカド（村上ラヂオ２）」                      

もぜひ、合わせてお楽しみください！ （Ｓ．Ｍ） 

ハクサイヌ、ルッコアラ、ニンジンベェ、リクガメロン…。

動物と野菜がくっついた49種類のかわいい「おやさい妖

精」が、野菜の特徴や成分、原産地や代表的な料理を紹介

します。ツイッター掲載を書籍化。 

『おやさい妖精とまなぶ野菜の知識図鑑』 

           ぽん吉／絵と作 
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※５／２５～６／２０の休館中は、臨時カウンターで、本の返却と予約本の受取のみ行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

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 

定例おはなし会 

２０２1年６月 

★ 6月26日（予定） 『あめおじさん』（絵本）、『ちいさなきいろいかさ』（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。 

はお休みです 
 

６／１～２０：臨時休館 

６／２３：慰霊の日 

 ★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] 

 ※まなびの部屋の利用時間は、まん延防止等重点措置 

の発令中は午後８時までとなります。 

緊急事態宣言発令中はご利用になれません。 

★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、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 

 

※本館の返却ポスト利用可能時間は、緊急 

事態宣言およびまん延防止等重点措置の 

発令中は午後８時までとなります。 

 

 

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 

 

※定例おはなし会は、図書館が開館している場合でもコロナウィルス感染拡大防止

のため開催場所の変更や中止となる場合があります。 

予定日に開催状況を HPや電話でご確認下さいますようお願いいたします。 

２０２1年 7月 

7／２２：海の日  7／２３：スポーツの日 

7／２９：館内整理日 
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