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場 所 特集テーマ 

一般コーナー 

ハートフル福祉フェア 

糖尿病コーナー 

芸能人の文学 

郷土コーナー 
沖縄市の文化財 

ウルトラマン５５周年 －金城哲夫を中心に－ 

こどもの本コーナー 
秋の本 

はたらく・おしごとの本特集 

くらしの本コーナー 文化の日特集 －文化いろいろ― 

多彩なテーマを取り
上げ、関連する資料
を展示・貸出してい
ます！ 

 

11/14（日）『世界糖尿病デー』に合わせて、関連図書とパンフレットを設置しています。 

沖縄県では生活習慣を原因とする糖尿病が全国の中でも多い事が大きな課題です。糖尿病を抱えて

いる方もそうでない方も、この機会に理解を深めてみませんか。 

個別の健康相談も下記の日時に行います。「最近、血糖値が気になるなぁ・・」  

という方は、是非お立ち寄りください♪  企画：沖縄市役所 市民健康課 

 

 
市民健康相談 

・血圧測定、体重測定、尿検査 

・健康診断結果の見方やアドバイス 

・食生活や運動など、健康に関する相談など 

沖縄市健康づくりキャラクター 
おきはくん 

１０月の図書館統計 貸出冊数：３５,７０９冊  来館者数：１４,０８９人 （１０月２７日現在） 

 

ハートフル社会福祉フェア 
 

『精神保健福祉普及月間』及び『障害者週間』に合わせて、沖縄市役所庁舎で様々な催

し物が企画されています。市立図書館では、精神保健福祉の普及や障がい特性等を含め

た多様性の理解につながる関連図書を展示・貸出しています。ぜひお立ち寄りください。 

 

 

協同企画：沖縄市障がい者基幹 

相談支援センター 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、10/3（日）までは17時、10/5（火）以降は平日のみ 18時までの時短開館としています。 
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【こどもの本・絵本】 

【ＹＡ（中高生向け）】 

【一般図書】 

【郷土資料】 

書名 著者名 出版社 請求記号 
豊里友行の沖縄写真特急便（１）（２） 豊里友行著 沖縄書房 ＯＫ748ト 

 

沖縄フール曼荼羅 

―いにしえの〈豚便所〉トイレ文化誌― 

平川宗隆著 ボーダーインク Ｋ383.9ヒ 

【ＣＤ・ＤＶＤ】 
タイトル 著者名 出版社 請求記号 

沖縄ユーモアソング決定盤 仲宗根創〔ほか〕演奏 リスペクトレコード ACD．55オ 

魔法の映画はこうして生まれる 

－ジョン・ラセターとディズニー・

アニメーションー 

  ― 

ウォルト・ディズニ

ー・スタジオ・ジャ

パン 

VVD．77マ 

 

本のなまえ かいた人 出版社 ぶんるい 
ぞうさんのふうせん 内田麟太郎ぶん・ 

北谷しげひさえ 

講談社 Ｅ１キ 

あまーいしろくま 他（しろくまシリーズ） 柴田ケイコ作・絵 ＰＨＰ研究所 Ｅ１シ 

がっこうのおばけずかん 

えんそくのおばけずかん 

（おばけずかんシリーズ） 

斉藤洋作・ 

宮本えつよし絵 

講談社 913サイ 

 

未来をつくる仕事図鑑シリーズ①②  ― 学研プラス 504ミ 

４７都道府県本当は怖い昔話 上下巻 野宮麻未著・怖い話研

究会著・あさぎふつか

〔ほか〕イラスト 

理論社 147ノ 

書名 著者名 出版社 請求記号 

１０代のための読書地図 本の雑誌編集部編 本の雑誌社 019.5ホ 

たのしく学べる理科・科学ーイラスト英語図鑑ー Ｓａｒａｈ Ｋｈ

ａｎ著 戸張直子 

オーム社 407カ 

書名 著者名 出版社 請求記号 
東京マニアック博物館  

－おもしろ珍ミュージアム案内― 

町田忍監修 メイツユニバーサル

コンテンツ 

069.02ト 

移住。－成功するヒントー 朝日新聞出版編著 朝日新聞出版 365.3イ 

スマホで防災 ―家族も自分も守る！ 

スマホで始める最新防災マニュアル－ 

宮下由多加著 ジャムハウス 369.3ミ 

もっと知りたいリクガメのこと 

ー幸せに暮らす飼い方・育て方がわかる本－ 

佐藤菜保子監修 メイツユニバーサル

コンテンツ 

666.79モ 

花束は毒 織守きょうや著 文藝春秋 Ｆオリ 
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『美女と野獣―オリジナル版―』 

ガブリエル＝シュザンヌ・ド・ヴィルヌーヴ／著 藤原真実／訳 白水社 

 

【内容】 

魔法の宮殿を舞台に、１６歳のベルと守護妖精たちがくりひろげるファンタ

ジー。フランスの作家ヴィルヌーヴ夫人による１７４０年刊行の物語集「アメ

リカ娘と洋上物語」の第１話を収録。「美女と野獣」のオリジナル版。 

つい先日、久しぶりに映画館へ足を運びました。『美女と野獣』をモチーフにしたアニメ映画

を楽しんだ後、原作を読んでみたくなり手に取った一冊です。 

『美女と野獣』の物語は広く有名ですが、原作を知る人はほとんどいないと思います。昔話を

もとにしたディズニー映画だと考えている人が多いのではないでしょうか。私もそうでした。 

しかし、最初に『美女と野獣』を書いたのは 18 世紀フランスの作家ヴィルヌーヴ夫人です。

はじめは、1740年にオランダで刊行された物語集『アメリカ娘と洋上物語』の第一話として

書かれました。本書は、このオリジナル版を日本語にはじめて翻訳したものになります。 

 作者の死後まもなく、女性作家のボーモン夫人が子供用に要約し書き直した『美女と野獣』を

発表しました。それが有名になり、世界中で愛される物語になりました。ボーモン夫人の名前

は、聞いたことがあるという人もいるのではないでしょうか。 

 ヴィルヌーヴ夫人版とボーモン夫人版の違いを少しだけ紹介すると、 

原作では、魔法の宮殿で様々な登場人物と出会います。例えば、 

夜ごと夢に現れる貴公子が、ミステリアスな言葉で愛を囁いてきます。 

その貴公子の正体は・・・ぜひ、読んで確かめてみてください。 

（ N．I ） 

おすすめの1冊 

『美女と野獣』 

ボーモン夫人／作 シャルル・ペロー／作  

巌谷国士／訳 エドマンド・デュラック／絵 

『ディズニー・プリンセスのゆくえ 

－白雪姫からマレフィセントまで－』 

  本橋哲也／著 ナカニシヤ出版 

残念ながらベルは考察されていま

せんが、白雪姫・シンデレラ・眠りの

森の美女などディズニー映画の名作

に登場するプリンセスたちの表象を

読み解き、文化をあぶりだしていて

興味深いです。 

こちらは、ボーモン夫人版！ヴィルヌー

ヴ夫人版を読みやすく、すっきりまとめて

います。ぜひ、読みくらべてみてください。

シャルル・ペロー作『青ひげ』も一緒にお楽

しみください。 



 

 

 

利 用 案 内 

１１月                                           １２月 

11/23（火）勤労感謝の日 11/25（木）館内整理日   12/28（火）館内整理日 12/29（水）～31（金）年末休 

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  本館 

土曜日・日曜日  午前９時３０分～午後６時  ・開館前 午前８時～午前９時30分 

        （まなびの部屋は午後10時まで） ・閉館後 午後８時～午後１０時 

（土・日は午後６時～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）    ※大型絵本、大型紙芝居、紙芝居、ＣＤ・ＤＶＤは   

・特別整理期間     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。 
 １１月１３日  

『きょうのごはん』（絵本）、『５といったらさつまいも』（パネルシアター） 

 １１月２０日 よみきかせボランティアゆいゆいさん担当 

  『だってだってのおばあさん』（絵本）、『くつやさんとおばけ』（絵本） 

 １１月２７日  

『いもほりコロッケ』（絵本）、『ぞうのはなはなぜながい』（エプロンシアター） 

 

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。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。 

日 月 火 水 木 金 土  日 月 火 水 木 金 土 

 １ ２ 3 4 5 ６     １ ２ ３ ４ 

７ ８ ９ １０ １１ １２ １３  ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ 

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

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

２８ ２９ ３０      ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１  

開館日、開館時間、返却ポスト利用時間については状況により変更があります。 

最新の状況は図書館ホームページまたは図書館へお問い合わせください。 
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