
 

 

 

 

 

とき：令和３年１２月１２日（日） 

じかん：１３：３０開場、１４：００開演～１５：００終了予定 

ばしょ：沖縄市立図書館 まなびの部屋 

しゅつえん：沖縄交響楽団 図書館職員による絵本の読み聞かせもあります♪ 

閲覧無料☆   ※事前にカウンター又はお電話でのお申込みが必要です。 

沖縄市立図書館 

× 

沖縄市民会館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒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/ 

 

２０２１年１２月１日発行 第３２３号 

 

募集期間：１１月４日（木）～２０２2年１月２8日（金） 

＜広告サイズ＞ 

サイズは縦４ｃｍ×横１３ｃｍ以内。広告物の地色や文字色は自由です。 

詳しくは沖縄市立図書館ＨＰをご覧に なるか、当館まで ご連絡ください。 

※申し込みの際は実施要項を必ずご確認ください。 

＜仕組み＞ 

スポンサー名 

表紙カバー 

雑誌スポンサー大募集！ 
 事業者が「雑誌スポンサー」となって雑誌の購入費用をご負担して頂き、図書館

に雑誌を提供して頂く制度です。提供して頂いた雑誌の最新号のカバーに事業者の

広告を掲載いたします。費用は雑誌の年間購読料のみです。 

 

１１月の図書館統計 貸出冊数：21,030冊  来館者数：9,405人 （１１月１７日現在） 

 

場所 特集テーマ 期間

一般コーナー クリスマスファミリーコンサートの関連資料展 11/26～12/26

児童コーナー クリスマス、おおみそか、ムーチー 11/26～12/26

郷土コーナー 再発見、沖縄料理ー年末年始うちなー料理を作ろうー 11/26～12/26

くらしコーナー クリスマス・年末年始関連資料 11/26～12/26

YAコーナー 日記・手帳関連資料 11/26～12/26
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【一般図書】 
書名 著者名 出版社 請求記号 

世界のピラミッド Wonderland 
河江肖剰・佐藤悦夫他 

／編著 
グラフィック社 209カ 

子育ての「呪い」が解ける魔法の言葉 浅野みや／著 自由国民社 378.8ア 

テレワークの腰痛・肩こりは自分で治せ

る！ 
酒井慎太郎／著 学研プラス 493.6サ 

身近な四季の花がよくわかる便利帳 山田幸子／監修 主婦の友社 627シ 

名前のないことば辞典 出口かずみ／著 遊泳舎 81４デ 

N  道尾秀介／著 集英社 Fミチ 

狙われた楽園 ジョン・グリシャム／著 中央公論新社 933グリ 

【郷土資料】 
書名 著者名 出版社 請求記号 

琉球風水志シウマが教えるあなたの運命

をつかさどる「数字の暗号」 
シウマ／著 講談社 K148.9シ 

また、金曜日に -童話の世界の洋菓子店- スタンフォード千明／著 ボーダーインク OK914.6ス 

【ＣＤ】 明けもどろの賦  

-沖縄胡弓の今昔- 
上地呂敏／胡弓・三線  

日本伝統文化振興

財団 
ACD.51ア 

【こどもの本・絵本】 
本のなまえ かいた人 出版社 ぶんるい 

トコトコとこちゃん 
真木文絵／文 

石倉ヒロユキ／絵 

ひさかたチャイル

ド 
E1イ 

やっこさんのけんか 殿内真帆／作・絵 フレーベル館 E１ト 

ざんねんな歴史人物 

-それでも名を残す人々- 
真山知幸／著 学研プラス 280マ 

みんなの津波避難２２のルール     

-３つのSで生き残れ！- 
永野海／著 合同出版 369.3ナ 

おうちで楽しむ科学実験図鑑 尾嶋好美／著 
SB クリエイティ

ブ 
407オ 

ろくぶんの、ナナ 林けんじろう／作 

高橋由季／画 
岩崎書店 913ハヤ 

【ＹＡ（中高生向け）】 
書名 著者名 出版社 請求記号 

サンゴは語る 

岩波ジュニアスタートブックス 
大久保奈弥／著 岩波書店 483.3オ 

人類滅亡フラグがたちました！ 令丈ヒロ子／著 PHP研究所 Fレイ 

旅する５４字の物語 
超短編小説で読む４７都道府県 

氏田雄介／編著  PHP研究所 913.68ゴ 

【ＣＤ・ＤＶＤ】 
タイトル 著者名 出版社 請求記号 

【CD】バッハ トッカータ集 西山まりえ／チェンバロ OMF ACD.03バ 

【DVD】あまくない砂糖の話 
デイモン・ガモー／監督・

脚本 
アンプラグド VVD.49ア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新着図書紹介 
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 伊与原 新/著 新潮社 Fイヨ 

 【内容紹介】  コンビニのベトナム人店員が就活連敗中の理系大学生に 

見せた驚きの姿、シングルマザーが聞いた深海の話、原発の下請け会社を   

辞めて一人旅する男…。科学の揺るぎない真実が人知れず傷ついた心を 

救う 5篇の物語を収録する。                 （新刊全点案内より） 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

おすすめの１冊 

『八月の銀の雪』 

 

 冬の季節の小説を読みたいと思い、目についたタイトルがこの『八月の銀の雪』です。タイトルに

“雪”がついてるので冬のお話と思いきや、季節は８月。夏の話だから“雪”は出てこないのかな？と

疑問に思いながら読み進めていくと、ちゃんと“雪”は出てくるのです。しかも白ではなく”銀の雪”。そ

の理由を書きたいのですが、ネタバレになるのであえて書かずにおきます。 

 

 本書は５編の短編が収録されており、５人の主人公が出てきます。５人の主人公たちは、それぞれ

どんよりとした悩みを抱え、傷つき、人生に希望を見出せずにいます。そんな中、偶然知り合った人

物から、とてもわかりやすく科学的な話を聞かされます。初めて知る、人知を超えた自然の摂理に感

動し、科学の揺るぎない真実が一筋の光となって主人公たちに降り注ぎ、心を癒し、前を向いて生き

ていこうという思いを優しく後押しします。物語の中に自然に科学の知識が織り込まれ、「え？そうだ

ったの？！初めて知った！！」と驚きの連続で文系の私でも興味深く読め、心が軽くなるのを主人公

と共に感じる事ができました。５編とも分野の異なる科学のお話が書かれているので飽きることはあ

りません。科学的なお話と物語が見事に融合し、科学は身近で面白いかもと思わせてくれる本書、科

学好きな方にも科学が苦手な方にも、ぜひおすすめしたい１冊です。                               

（T.T） 

＜おすすめポイント＞ 

『珪藻美術館 ちいさな・ちいさな・ガラスの世界』 

奥修/文・写真 福音館書店 473オ  

            

『八月の銀の雪』に収録され

ている「玻璃（はり）を拾う」

に出てきた珪藻アートを見る

ことができます。 

今月のPick up 

『カムルック菓子店』 

増渕梓/著 文芸社 913マス 

 

クリスマスケーキの箱

を開けると火花が散っ

て砂糖でできた飾りの

サンタクロースがのそ

のそ歩き出し・・・。 

奇想天外なクリスマス

ケーキの仕掛けにわく

わくします。 



 

 

 
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] 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 

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 

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 

 

音訳ボランティアによる 

対面朗読のお知らせ 
音訳ボランティア『そよかぜ』が、視覚に障がいが

ある方や読書が困難な方へ声でサポートします。 

日時：毎月第２金曜日  

10時30分～11時30分 

場所：読書サポート室 

＊希望に応じて対応しますので  

図書館へお気軽にお問い合わせください。 
 

利用案内 

２０２１年１２月                   ２０２２年１月                           

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  

12/28:館内整理日 12/29～1/3:年末年始休     

1/11:成人の日の振替休 1/27:館内整理日 

 

 

 

 

 

 

 
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。 
  12月11日  

『まどから★おくりもの』（大型絵本）、『ほしのクリスマス号』（ブラックパネルシアター） 

  12月18日 よみきかせボランティアゆいゆいさん担当 

  内容は、当日のお楽しみ♪ 

  12月25日  

『ぐりとぐらのおきゃくさま』（大型絵本）、『いろいろクリスマスツリー』（絵本） 

＊新型コロナウィルス感染拡大防止のため、先着10組までのご参加とさせていただきます。 

状況によって、変更または中止となる場合があります。開催状況をホームページや、お電話にて 

ご確認ください。 
 

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      

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。 

 

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：月１回 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（１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。 
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