
 
 

感染防止のため下記に 

ご注意ください。 
・入館時のマスク着用。 

・発熱等の体調不良の方は 

来館を控えてください。 
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今月の特集展示 

場 所 特集テーマ 期 間 

一般コーナー 

オトナの自由研究 6/24～7/2８ 

芥川・直木賞特集 6/24～7/2８ 

男女共同参画週間賛同企画 6/24～7/ 4    

児童コーナー 
七夕、海の日、読書感想文・画の本（指定図書・課題

図書）、エリックカールのえほん 
6/24～7/28 

郷土コーナー 沖縄行ったつもりの「あまはい くまはい特集」 7/ 1～7/28 

くらしコーナー おうち時間を楽しむ本、行ったつもり 旅行のススメ 6/24～7/28 

YA コーナー 異世界転生・転移・召喚ファンタジー 6/24～7/28 

 

緊急事態宣言の発令に伴い臨時休館していましたが、 

開館時間を短縮し、一部サービスを制限して開館しています！ 

移動図書館ちえぞう君も巡回しているよ！ 
 

期間：６月２４日(木)～７月１１日(日) 

開館時間：火～日曜日９:３０～１７:００ 

滞在時間：１時間程度 

※まなびの部屋、視聴覚ブース 

多目的ルーム、グループ学習室は利用できません。 
 

※７月１３日以降の開館状況は、決まり次第、図書館 HP でお知らせします。 

 

６月の図書館統計 ★貸出冊数 ９，２３６冊 ★来館者数 ３，４８０人 （６月３０日現在） 

 ＊新型コロナウイルス感染拡大防止のため、６月２２日までは臨時カウンターでの貸出、 

2４日以降開館時間を短縮して開館した。 

 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://illust-stock.com/frame-garland-hosi&psig=AOvVaw2O9OLM1JjX0hTA5oEHELAo&ust=1624334879449000&source=images&cd=vfe&ved=0CAcQjRxqFwoTCPj4spPtp_ECFQAAAAAdAAAAABAJ
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【一般図書】 
書名 著者名 出版社 請求記号 

おじさんは、地味な資格で稼いでく。 佐藤敦規／〔著〕 
クロスメディア・

パブリッシング 
366.29サ 

ｉｆの地球生命史 土屋健／著 他 技術評論社 457.8ツ 

ポリ袋で簡単、おいしいはじめてのみそ

作り 
真藤舞衣子／著 立東舎 588.6シ 

Ｂ．ＬＥＡＧＵＥ誕生 

－日本スポーツビジネス秘史－ 
大島和人／著 日経ＢＰ 783.1オ 

難読漢字の奥義書 円満字二郎／著 草思社 811.2エ 

うしろむき夕食店 冬森灯／著 ポプラ社 Fフユ 

フレドリック・ブラウンＳＦ短編全集4 

―最初のタイムマシンー 

フレドリック・ブラウン／

著 
東京創元社 933ブラ 

【郷土資料】 
書名 著者名 出版社 請求記号 

星の旅人－沖縄の美ら星に魅せられて－ 宮地竹史／著 沖縄タイムス社 K440.4ミ 

女綾織唄 喜舎場直子／著 沖縄タイムス社 KFキシ 

【DVD】ハイサイゾンビ 高山創一／監督 他 楽創舎 VVD.77ハ 

【こどもの本・絵本】 
本のなまえ かいた人 出版社 ぶんるい 

しょうぎはじめました 
間部香代／文 

田中六大／絵 
文研出版 E1タ 

ちちゃこいやつ 
ロブ・ハドソン／さく 

ダニエル・カール／やく 

マイクロマガジン

社 
E2ハ 

なすびは何色？ 
山本泉／作 

山田真奈未／絵 
ＢＬ出版 E1ヤ 

みんなが知りたい！「世紀の大発見」が

わかる本 

「世紀の大発見」編集室／

著 

メイツユニバーサ

ルコンテンツ 
204ミ 

できるかな？人体おもしろチャレンジ 坂井建雄／監修 えほんの杜 491.3デ 

わたしたちの物語のつづき 
濱野京子／作 

森川泉／絵 
あかね書房 913ハマ 

【ＹＡ（中高生向け）】 
書名 著者名 出版社 請求記号 

１０代の「めんどい」が楽になる本 内田和俊／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 159.7ウ 

僕といた夏を、君が忘れないように。 国仲シンジ／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ Fクニ 

５分後に恋の結末 
－友情と恋愛を両立させる３つのルール－ 

橘つばさ／著 他 学研プラス Fタチ 

【ＣＤ・ＤＶＤ】 
タイトル 著者名 出版社 請求記号 

【CD】歌姫－ベスト・ナインティーズ 
ＤＲＥＡＭＳ ＣＯＭＥ 

ＴＲＵＥ〔ほか〕演奏 他 

Sony Music Dire 

ct 
ACD.19ウ 

【DVD】ニューヨーク公共図書館 
フレデリック・ワイズマン

／監督 他 
ポニーキャニオン VVD.01ニ 

 

新着図書紹介 
他にもいっぱい 

新しい本ありますヨ！ 
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課題図書・指定図書が入りました！ 
第67回青少年読書感想文全国コンクールの課題図書と第65回西日本読書感想画コンクー

ル指定図書の貸出を開始しました。対象が小学校のものはこどもの本コーナーに、中学校・

高校のものはYAコーナーにあります。本のリストはカウンターにご用意しています。貸出

中の場合は予約も可能ですので、お気軽にカウンターへお問い合わせください。 

（例年たくさんご利用いただいており、ご予約されても準備に時間がかかることがありま

す。あらかじめご了承ください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲こどもの本 柱まわりの特集コーナー     ▲YA（中高生） 新着図書・特集コーナー横 

 

今月の書評 

『錬金術師の密室』                 紺野天龍著／早川書房／Fコン 

世界に７人しか存在しない錬金術師。そのうちの一人、不老不死を実現したという錬金術

師が三重密室の中、死体で発見された。傍らには彼の生み出した「ゴーレム」が……。 

「錬金術」が存在するファンタジーな世界を舞台にした本格的なミステリ作品です。ファ

ンタジーでミステリ？と思う方もいるかもしれませんが、特殊な舞台設定における独自のル

ールを用いた論理的な事件の解決、という作品は今では一つのジャンルとして人気を確立し

ています。近年では本屋大賞ノミネート・本格ミステリ大賞受賞の今村昌弘著『屍人荘の殺

人』や相沢沙呼著『ｍｅｄｉｕｍ 霊媒探偵城塚翡翠』なども該当するかもしれません。錬

金術が使えるなんてなんでもありのようにも思えますが、その世界観独自のルールに従って

論理的推理で事件の隠された真相を暴く、といった作品です。 

本作も世界観を生かしたロジックによる鮮やかな解決はもちろん、態度と性格の悪い天才

錬金術師と生真面目なお目付け役というふたりのバディものとしても面白い作品です。 

現在はシリーズ２作目の『錬金術師の消失』まで出版されているのですが、できるだけ１

作目の「密室」から読むことをおすすめします。図書館では予約の際にシリーズの順番に提

供する「シリーズ予約」もできますので、ご希望の方はカウンターへお声がけください。 

（Ｓ．Ｍ） 



 

 

 

８／８：山の日 ８／２６：館内整理日 

 

  

  

２０２１年７月                      ２０２１年８月 

７／２２：海の日 ７／２３：スポーツの日      

７／２９：館内整理日 

※７／１１までは緊急事態宣言発令中のため、午前９時３０分～午後５時までの開館です。 

●開館時間（通常の開館時間）   ●返却ポスト 
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） 

 

 

 

 

      

      

      

 

 

 

 

※大型絵本、大型紙芝居、紙芝居、ＣＤ・ＤＶＤは返却ポストに返却しないでください。 
 

●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。 

７月１７日  よみきかせボランティアゆいゆいさん担当 

『ありとすいか』（大型絵本）、『だってだってのおばあさん』（絵本） 

７月２４日 『ぞうのはなはなぜながい』（エプロンシアター）、『ゆうれいとすいか』（絵本） 

※感染拡大防止のため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。 

 

●としょかんへいこうよ 
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。お気軽にお問い合わせください。 

内容：第２・３水曜日 午前１０時～ 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（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。 

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     

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 
 

 

●休館日 
・毎週月曜日（定期休館日） 

・祝日（文化の日を除く） 

・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） 

利用案内 
 

まなびの部屋は 

緊急事態宣言発令中、ご利用になれません。 

 

返却ポストの利用は 

緊急事態宣言発令中、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 

 

本館 

・開館前 午前８時～午前９時３０分 

・開館後 午前８時（土・日は午後６時） 

           ～午後１０時 

・休館日 午前８時～午後１０時 

 


	1 表紙
	2 新着図書
	3 ピックアップ・書評
	4 裏 利用案内

