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場 所 特 集 テーマ 期 間 

一般コーナー 平和に関する資料展 8/17～8/31 

児童コーナー 自由研究・夏の本・おさるのジョージ８０周年記念 8/17～8/31 

郷土コーナー 暑い日に「沖縄怪談」 -魔除け・まじないの本も一緒に- 8/17～8/31 

くらしコーナー 涼を感じる本・お家で工作 8/17～8/31 

ＹＡコーナー 夏の冒険 8/17～8/31 

７月の図書館統計 貸出冊数：20,706冊  来館者数：6,950人 （7月 29日現在） 

図書館だより ８月号 
沖縄市立図書館 

〒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/ 

 

９月１日から９月１４日に予定していた蔵書点検を下記の日程で実施します 

８月の特集 

【特別整理期間（蔵書点検）のため休館】 

 

２０２１年７月２９日（木）～８月１５日（日） 

 

蔵書点検期間中、図書館は休館になります。期間中は図書館システムが使えなくな

るので、貸出・資料の検索・返却期限の延長・予約ロッカーでの資料の受取のもでき

ません。ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

 
<８月１６日（月）は休館日> 

 

※コロナの感染拡大状況によっては図書館の臨時休館が延長する場合があります。 
 

【休館中の返却について】 

貸出中の資料は、開館してから 1週間以内にご返却ください。 

 

【まなびの部屋】 

蔵書点検期間中・緊急事態宣言期間中、まなびの部屋は利用できません。 

 

くらしコーナー奥に「沖縄市にゆかりのあるスポーツチ

ーム応援コーナーができました。ぜひご覧ください！ 

 
選手の大きさ

にびっくり！ 

開館は ８月１７日（火）予定 
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  新着図書紹介 

 

【一般図書】              
書名 著者名 出版社 請求記号 

５０代からのＺｏｏｍ超入門 
―絶対できる！知識ゼロからはじめる大人の 

Ｚｏｏｍ教科書― 
 メディアックス L007.35ゴ 

あの人が好きって言うから…有名人の

愛読書５０冊読んでみた 
ブルボン小林／著 中央公論新社 019.9ブ 

すぐにもらえるお金と使えるサービス 
ー困ったときに役立つ！社会保障活用ガイドー 

溝口知実／著・監修 自由国民社 364ミ 

エラー 山下紘加／著 河出書房新社 Fヤマ 

グッバイ、コロンバス 
フィリップ・ロス／著 

中川五郎／訳 
朝日出版社 933ロス 

【郷土資料】 
書名 著者名 出版社 請求記号 

モーアシビからエイサーへ 井谷泰彦／著 ボーダーインク K385.4イ 

琉球諸語と文化の未来 波照間永吉[他]／編 岩波書店 K818.99リ 

沖縄文学の魅力 仲程昌徳／著 ボーダーインク K900ナ 

【こどもの本・絵本】 
本のなまえ かいた人 出版社 ぶんるい 

もしものための防犯ゼミナール  学研プラス 368.6モ 

服育ナビ！1～2 有吉直美／監修 鈴木出版 593フ 

サツマイモ大図鑑―サツマイモのすべて― 
大木邦彦文・構成 

大竹道茂監修 

亀田龍吉写真 
あかね書房 616オ 

どきどきオムライス 
苅田澄子／作  

ドーリー／絵 
鈴木出版 E1ド 

にくにくしろくま 柴田ケイコ／作・絵 ＰＨＰ研究所 E1シ 

ふーってして 松田奈那子／作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ E1マ 

【ＹＡ（中高生向け）】 
書名 著者名 出版社 請求記号 

ポストコロナ期を生きるきみたちへ 
内田樹／編  

斎藤幸平[ほか]／著 
晶文社 304ポ 

僕たちの部活動改革 

－部活自治・１０のステップー 
神谷拓／著 かもがわ出版 375.1カ 

君の嘘と、やさしい死神 
「最高に泣けるピュアストーリー」シリーズ 

青谷真未／著 ポプラ社 Fアオ 

【ＣＤ・ＤＶＤ】 
タイトル 著者名 出版社 請求記号 

【ＣＤ】ヨハン・ゼバスティアン・バッハ：

トッカータ集 

ヨハン・ゼバスティアン・

バッハ作曲 

西山まりえチェンバロ 

ＯＭＦ ACD.03バ 

【DVD】花火サラウンド  シンフォレスト VVD.74ハ 
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今月のPick Up 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

『鎌倉うずまき案内所』   青山美智子著 ／ 宝島社 ／ Ｆアオ 

  

「ぐるぐるうずまき」と聞いて何を思い浮かべますか。かたつむり、蚊取り線香、キャンディ…。 

考えてみると渦をまいているものって、意外と私たちの身近に多いものです。この本は「うずまき」 

がテーマになっており、ちょっとした不思議が交じった物語です。 

場所は、鎌倉、双子の案内人とアンモナイトが待っている不思議な案内所を訪れた悩める６人。何に

悩み、何を探しているのか…。２０１９年を始まりに、平成という時代を６年ごとにさかのぼりながら

展開していきます。仕事や結婚、子育て、友達との付き合い、または自分の存在や才能に自信が持てな

いといった彼らの悩みは、誰しも一度は経験したことがあるものではないでしょうか。 

彼らが前を向いたことで広がっていった未来、そしてそこに生きる人々との繋がりはまさに「うずま

き」なのだと思います。読み進めていけばいくほど、何度も前のページを見返してしまい、読み終えた

時、ふわふわと浮いていたのが最後にピタッと着地するというような、すっきりとした心地よさを感じ

ました。そして、改めて最初から読み返してみたくなりました。 

うずまきをキーワードに、彼らのもやもやが晴れていくさまに、私も一緒に元気をもらいました。作

品全体を通して柔らかで穏やかな世界観となっています。頑張りすぎている人も疲れている人も、もち

ろん元気な人でも、なんだか力を抜いて温かな気持ちになれる、そんな１冊です。  

 

また、青山美智子さん著作の『お探し物は図書室まで』は２０２１年 

本屋大賞の第２位に選ばれており、そちらもオススメです。 （Ｍ．Ａ）                                                            

今月の書評 

『難しい本をどう読むか』 

齋藤孝/著 草思社 

    019.12サ 

「キーワードを攻略する」

「3色ボールペンを使う」

など、古今東西の難解とさ

れる名著を読むための「「共

通ルール」を紹介。 

『マンガでわかる 世の中  

の  ウソ」から身を守る』 

下村健一/監修  Gakken      

361.4マ 

 身のまわりの「「ウソ」につ

いて学び、情報との正しい

接し方を身につけること

ができる本。 

『ねことコップ』高橋徹/作・絵  

すずき出版  Ｅ1タ 

ミルクを飲んでいたねこは、

「俺はおまえの父さんだ」とコ

ップに話しかけられました。ね

こはコップを落としそうにな

り、「そんなことあるわけない

にゃ」と言いますが…。 

『スポーツ観戦を楽しむ本』 

成美堂出版編集部/編  

成美堂出版  780セ 

メジャースポーツからいま注目の

競技まで、人気の68競技の基本

ルール、競技場や歴史、見どころ

などを、写真やカラー図版を使っ

て徹底解説。 

★くらし 

 

★一般 

一

 

★児童 

 

★えほん 

 



 

 

 

9/21：振替休館   9/23：秋分の日 

9/30：館内整理日 

７/29～８/15：特別整理期間（蔵書点検） 

 

  

 

２０２１年 8月                      ２０２１年 9月 

 

 

※8／３１までは緊急事態宣言発令中のため、開館時間が短縮となっている場合がございます。 

●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） 

 

 

 

 

      

      

      

 

 

 

 
 

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。 

8月14日 『まーだだよ』（大型絵本）、『こねこのしろちゃん』（大型紙芝居） 

8月21日  おはなしボランティアゆいゆいさん担当 

   『ごきげんのわるいコックさん』（紙芝居）、『ひまわりさん』（絵本） 

8月28日 『これ、もってき』（絵本）、『トマトさん』（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   

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） 

 

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 

 

※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。 
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