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あで 

大変お待たせしました。緊急事態宣言の発令に伴い長期の

臨時休館となっていましたが、９月２８日（火）より開館

しております。（当面の間17時までの開館となります） 

※詳しくはＨＰなどでご確認ください。 

入館時のマスク着用、手指の消毒、また体調不良の方は来館を控え

る等、感染対策には引き続きご協力をお願いいたします。 
 

図書館だより 10 月号 

開館のお知らせ 

★★１０月の特集展示★★ 

9月の図書館統計 ★貸出冊数4,968冊 ★来館者数 1,496人  （9月24日現在） 

＊新型コロナウイルス感染拡大防止のため、9月は14日より臨時カウンターにて返却と、予約・

取り置き資料の貸出を行いました。また9月28日から時短（17時まで）開館しております。 

 

 
一般フロア  認知症特集 パネル展 

（地域包括支援センター西部北との共同企画 ） 

 
児童室  お月さまの本・ハロウィンの本・動物愛護の本 

     おさるのジョージ80周年記念特集 

 

 

郷土フロア  「空手の日」特集 

ＹＡコーナー  ハロウィン特集 

ＹＡコーナーにハロウィン

フォトスポットご用意して

ます。 

※撮影の際は、職員ま

でお声かけ下さい 
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【一般図書】 

【郷土資料】 

書名 著者名 出版社 請求記号 
アゲアゲめし公式ガイドブック  ぴあ K596ア 

ＯＫＩＮＡＷＡ ＷＡＬＫ          

―歩いて英語で案内したくなる沖縄！― 

マーシュゆかり/著 編集工房東

洋企画 

K689.6マ 

沖縄児童文学の水脈 齋木喜美子/著 関西学院大

学出版会 

K909サ 

【こどもの本・絵本】 

本のなまえ かいた人 出版社 ぶんるい 
パンどろぼうｖｓにせパンどろぼう 柴田ケイコ/絵 ＫＡＤＯＫＡＷＡ Ｅ1シ 

あきらがあけてあげるから ヨシタケシンスケ/

作・絵 

ＰＨＰ研究所 Ｅ１ヨ 

はじめての旬やさいレシピ かんたん・おいし

い・栄養まんてん！ シリーズ 

新谷友里江/監修 ほるぷ出版 596ハ 

リモート生活でレクリエーション！ シリーズ 鉄矢悦朗/監修 教育画劇 798リ 

うさぎのモニカのケーキ屋さん 小手鞠るい/作 講談社 913コデ 

【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 斎藤幸平/著 他 晶文社 304ポ 

コミュニケーション力を高めるプレゼン・発表術 上坂博亨/著 他 岩波書店 809.2ウ 

心が折れた夜のプレイリスト 竹宮ゆゆこ/著 新潮社 Fタケ 

【ＣＤ・ＤＶＤ】 
タイトル 著者名 出版社 請求記号 

【ＣＤ】講談さわり集 
一龍斎貞丈（六代目）  

〔他〕口演 
Ｋｉｎｇ Ｒｅｃｏｒｄ ACD.49コ 

【ＤＶＤ】初めてのボイストレーニング  
東日本教育学会 

センター 
VVD.76ハ 

 

書名 著者名 出版社 請求記号 
からだがスーッと楽になる全身ケア ー１回１分

でポカポカ自宅でできる冷えとり手ワザ７７― 

室谷良子/著 メトロポリタ

ンプレス 

493.14ム 

ターナースタイルラテアートブック 田中大介/著 旭屋出版 596.7タ 

「やり抜く子」と「投げ出す子」の習慣    

―非認知能力を育て、「投げ出す子」を「やり抜く

子」へ変える５０の行動習慣― 

 

岡崎大輔/著 

 

明日香出版社 

 

609コ 

 

仮 面 伊岡瞬/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ Fイオ 

短編回廊 －アートから生まれた１７の物語― 田口俊樹〔他〕/訳 ハーパーコリン

ズ・ジャパン 
933.78タ 

新着図書紹介 
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『ねえねえはかせ、かぐや姫はどうやって月に帰ったの？ 

～満月に吹く地球の風のおはなし～』 

寺田 健太郎／著 

【内容】 

 かぐや姫は、地球から月へ吹く風に乗って、帰っていった!? 大学

で月の研究をしているけんたろうはかせと、小学4年生のゆりちゃん

の会話形式で、満月に吹く地球の風について写真やイラストとともに

解説します。 

【おすすめの 1冊】 

他にもたくさんあります！ 

 最近、夜空を見上げることがあまりなくなったな、と思い、月に関する本を読んでみようと、書架を 

眺めてみつけた一冊です。 

 「かぐや姫は、満月の夜におじいさんとおばあさんに見送られて月に帰っていきました」 

というのが、竹取物語のエンディングですが、この本は「かぐや姫はどうやって月に帰ったのか？」 

という疑問を、科学の観点からひとつひとつ考えていきます。 

「地球と月はどれくらい距離が離れているのか？」から始まり、「太陽風とは？」「地球の磁力につい 

て」と、順を追って分かりやすく書かれていて、子どもの頃から科学に苦手意識を持っていた私でも 

興味深く読みすすめることができました。 

 

 日本には「月」をあらわす言葉やことわざがたくさんあります。「三日月」「満月」「十六夜（いざよい）」 

など良く知られている言葉から、あまり聞いたことのない「小望月（こもちづき）」「立待月（たちまち 

づき）」「寝待月（ねまちづき）」など、語感からどんな月なのかなと想像してみてください。 

 また、古来より物語や和歌などにも多くの月が詠まれています。 

 振り放けて三日月見れば一目見し人の眉引き思ほゆるかも （大伴家持/万葉集） 

 月見ればちぢにものこそ悲しけれわが身ひとつの秋にはあらねど （大江千里/古今集） 

 たんだすめ住めば都ぞけふの月 （松尾芭蕉） 

お気に入りの一首・一句を探してみるのも楽しいかもしれないですね。 

児童室１０月の特集コーナーで「月の本」を特集していますので、興味を持った方は特集コーナーも 

ぜひご覧ください！ （Ｓ．U） 

月はいつからあるの？ 月食って何？ 月に

住める？ 「月のうさぎ」は世界共通…？ 月

に関する素朴な疑問にＱ＆Ａ方式で答える。美

しい夜空の写真やかわいいイラストを満載し

た、お月さまが身近になる本。 

『世界でいちばん素敵な月の教室』 

         浦 智史／監修 

『月に恋』 

  ネイチャー・プロ編集室／編 

紅い月、蒼い月、細い月、淡い月…。

月のパワーにつつまれるとき、新し

い自分が始まる。神話、昔話、俳句、

詩、科学、古典文学、童謡など、あら

ゆる角度から月を見つめる本。 



 

 

 

 

2021年10月           2021年11月       はお休みです 

日 月 火 水 木 金 土  日 月 火 水 木 金 土 

     1 2   1 2 3 4 5 6 

3 4 5 6 7 8 9  7 8 9 10 11 12 13 

10 11 12 13 14 15 16  14 15 16 17 18 19 20 

17 18 19 20 21 22 23  21 22 23 24 25 26 27 

24 25 26 27 28 29 30  28 29 30     

31               

 

開館時間     返却ポスト 

 本館 
火曜日～金曜日 午前９時３０分～午後８時 ・開館前 午前８時～午前９時３０分 

 土曜日・日曜日 午前９時３０分～午後６時  ・閉館後 午後８時（土・日は午後６時） 
（こちらは制限解除後の時間です）          ～午後１０時 

休館日      ・休館日 午前８時～午後１０時 

・毎週月曜日（定期休館日）   市役所 
・祝日（文化の日を除く）    ・平日 午前８時３０分～午後６時３０分 
・毎月第４木曜日（館内整理日）   ・土日 午前８時３０分～午後５時 
・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      

 

 

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。 

10 月 9 日 『どんぐりどらや』（絵本）、『いもほりバス』（絵本） 

10 月 16 日 『やさいだワッショイ！おいしさとどけ隊』（絵本） 

『ごきげんのわるいコックさん』（紙芝居） ★よみきかせボランティアゆいゆいさん担当 

10 月 23 日 『ぴーかーぶー！』（絵本）、『おちばきょうそう』（絵本） 

 

 

 

 

 

 
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。 

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。 

利用案内

※返却ポストに返せないもの 

大型絵本、大型紙芝居、紙芝居、ＣＤ・ ＤＶＤ 

10/28 ：館内整理日 
11/23：勤労感謝の日 

11/25：館内整理日 

定例おはなし会（予定） 

としょかんへいこうよ  

※新型コロナウィルス感染状況によっては、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。 

※ 当面の間、火曜日～日曜日は、 

午前９時３０分～午後５時になります 

※ 当面の間、 

午前９時３０分～午後8時になります 
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