
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
場 所 特集テーマ 

一般コーナー 本土復帰５０年記念写真展（沖縄市産業まつり連携企画） 

郷土コーナー 2022年 沖縄返還から50年 沖縄復帰特集 

こどもの本コーナー 干支の本・冬の本・お金の大切さを考える本 

YAコーナー 高校入試に出題された作品に触れてみよう！ 

くらしの本コーナー 〇〇〇シリーズの本 大集合！（新しい分野に出会える♪） 

内 容 ：乳幼児期から小学生までの子どもの発達や、保護者、保育者との関わり、 

絵本についての理論や、選び方などを３回講座で学ぶ。 

講 師 ： 大田 利津子 氏（沖縄女子大学非常勤講師） 

    ： 仲村 香 氏（沖縄市こども相談・健康課 臨床心理士） 

    ： 鎌田 佐多 子氏（元沖縄女子大学 学長） 

日 時 ：２月５日(土) ・２月１２日(土) ・２月１９日(土) 14時30分～１６時 

場 所 ：沖縄市立図書館 まなびの部屋 

対 象 ：絵本・読み聞かせに関心のある方（沖縄市在住・在勤の方優先）    

定 員 ：３０名 （定員に達し次第締め切り） 

申込期間：令和４年１月４日（火）～１月３0（日） 

市立図書館カウンター、または電話でお申し込み下さい 

令和４年の干支は「寅」です。鋭い目つきで獲物を狙う獰猛な動物という 印象が強い

虎ですが、「虎は千里行って千里帰る」という 諺
ことわざ

では、わが子をとても大事にする愛情

深い虎の一面も表しています。また「虎嘯風生
こ しょう ふうしょう

」（優れた才能や技術を持った人が奮起

する）、「虎口を脱する」（危険な状態から逃れること）という言葉の通り、寅年の2022

年には新型コロナウイルスに対応する新薬が誕生したり、終息につながる解決策が功を奏

するように願って、そして皆さまの読書活動をサポートできるよう、職員一同頑張って参

りたいと思います。本年も、皆さまのご来館を心よりお待ちしております。 

 

沖縄市立図書館 2022年１月１日発行 第324号 

〒９０４－０００４ 沖縄市中央二丁目２８－１ 

ＴＥＬ：０９８－９２９－４９１９ ＦＡＸ：０９８－９２３－０３１２ 

＊電子図書館もぜひご利用ください（お電話でお申し込みできます） 

１２月の図書館統計 ★貸出冊数 ２１８,２０４冊 来館者数１２,４７４人（１２月２５日現在） 

絵 本 講 座 の お 知 ら せ 
～絵本で育む豊かな時間～ 

※１歳児以上 ～６名まで 託児あります。(先着順)お問合せ下さい。 

図書館ホームページ 
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【一般図書】 

【郷土資料】 

書名 著者名 出版社 請求記号 

沖縄と色川大吉 
三木健 /編 

色川大吉〔ほか〕/著 
不二出版 K219.96イ 

アメリカンビレッジの夜 
 - 基地の町・沖縄に生きる女たち - 

アケミ・ジョンソン /著 

真田由美子 /訳 
紀伊國屋書店 Ｋ302.19ジ 

ケナガネズミ 丸山勝彦・村山望 /著 新星出版 Ｋ489.47マ 

詩集 一本の樹木のように 佐藤モニカ /著 新星出版 K911.56サ 

【こどもの本・絵本】 

本のなまえ かいた人 出版社 ぶんるい 

そらまめくんのまいにちはたからもの  なかやみわ /さく 小学館 Ｅ1ナ 

いたいときのおまじない 
よしむらめぐ /絵 

角野栄子 /作 
小学館 Ｅ１ヨ 

数字でわかる！こどもＳＤＧｓ バウンド /著 カンゼン 333.8バ 

カブトムシの音がきこえる 小島渉 /文 福音館書店 486.6コ 

そらをとぶのりものえほん 秋本俊二 /監修 スタジオタッククリエイティブ 538ソ 

けんだましょうぶ にしひらあかね /作 福音館書店 913ニシ 

火の鳥ときつねのリシカ - チェコの昔話 - 木村有子 /編訳 岩波書店 989ヒ 

【ＹＡ（中高生向け）】 

書名 著者名 出版社 請求記号 

あなたの不安を解消する方法がここに書いてあります。 吉田尚記 /著 河出書房新社 361.45ヨ 

死体が教えてくれたこと 上野正彦 /著 河出書房新社 498.9ウ 

わたしの外国語漂流記 
河出書房新社 /編 

阿部賢一〔ほか〕/著 
河出書房新社 807カ 

 

書名 著者名 出版社 請求記号 

奥行きをなくした顔の時代 
- イメージ化する身体、コスメ・自撮り・ＳＮＳ - 

米澤泉・馬場伸彦 /著 晃洋書房 361.45ヨ 

病院・医療のしくみ 木村憲洋 /監修 朝日新聞出版 498.02ビ 

板目・柾目・木口がわかる木の図鑑 西川栄明 /著 創元社 657.2ニ 

釣り糸の結び「完全」トリセツ つり人社書籍編集部/編 つり人社 787.1ツ 

オンラインで仕事が変わる、組織が変わる、学びが変わる 香取一昭・大川恒 /著 
日経ＢＰ日本経済 

新聞出版本部 
809.6カ 

翼の翼 朝比奈あすか /著 光文社 Fアサ 

かけがえのない心 
チョヘジン /著 

オヨンア /訳 
亜紀書房 929.13チ 

新着図書紹介 
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【内容紹介】 小学生の息子が通り魔事件で刺殺され、犯人は自殺。 

地獄に突き落とされた父、母、姉の前に不思議な合唱隊がやってくる。 

訝しむ父をよそに、母と娘は歌うことで次第に心を取り戻していくが…。 

『週刊新潮』連載を加筆し書籍化。 
                                                       （新刊全点案内より）  

 

 

          『君の名は。』など数多くの映画製作を手掛けている川村元気さんは、２０１１年に優れ 

た映画製作者に贈られる「藤本賞」を史上最年少で受賞されました。映画以外にも小説家 

としても活動され、この度『百花』から２年半ぶりになる長編小説が出版されました。 

作品では「目に見えないものを信じること」が大きなテーマとなっています。川村さん 

は今の世の中で占いやパワースポットへの関心が強くなってきていて、コロナなど目に 

は見えないものに我々が左右されてきていると感じたことがテーマのきっかけになったそ 

うです。また、この物話を書く上で１００人以上の信者、元信者の方に取材を行っています。 

フィクションでありながら、取材者の言葉が登場人物に投影されているようです。 

執筆中にコロナ禍となってしまい、周りが人を疑ったり憎んだりするのを見て何も信じられ 

ない状態になった川村さん。母校の上智聖歌隊の歌を聞き、目に見えないものに心を動 

かされる人の気持ちがわかったそうです。 

本編は３人の視点からみた３部構成で、第１篇は新興宗教を信じる妻と娘を止めようと 

する父、信仰に救いを求める妻、後半は父と母との間で信心と不信で揺れる娘の視点で 

物語は進んでいきます。妻の章は一人称で語られており、より私的な文体で 

書かれています。登場する人それぞれに目に見えないものに対しての捉え 

方が違い、自分はどのタイプに近いだろうと考えながら読みました。 

この家族がどんなラストを迎えるのか最後まで気が抜けない一冊です。  ( Ｃ．Ｉ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

『神曲』 川村 元気/著  新潮社 Fカワ 

『１００万回死んだねこ 

－覚え違いタイトル集－』 

福井県立図書館／編著 講談社   

015.2フ 

『はじめてのおうちカフェ入門』 

岩崎泰三／著 マイナビ出版   

596.7イ 

ＮＥＷ    国立国会図書館デジタルコレクションが利用できます！ 
 

国立国会図書館デジタルコレクションを館内のデータベース席で閲覧できます。

（※図書館の利用登録者が条件）著作権の範囲内でコピーもできます。 

詳しくは郷土・レファレンス（調べもの）コーナーのカウンターまで。 

今月の書評 



 

 

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を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 

＊希望に応じても対応しますので  

図書館へお気軽にお問い合わせください。 
 

利用案内 
２０２２年 1月                                        ２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      

1/1（土）～１/３（月）年始休                    ２/１１（金）建国記念日  ２/２３（水）天皇誕生日 

１/１１（火）成人の日の振替休 １/２７（木）館内整理日   ２/２４（木）館内整理日 

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 

休館日                           （土・日は午後６時～午後10時） 

・毎週月曜日（定期休館日）            ・休館日 午前８時～午後10時 

・祝日（文化の日を除く）             市役所 

・毎月第４木曜日（館内整理日）          ・平日 午前８時30分～午後６時30分 

・慰霊の日（６月２３日）             ・土日 午前８時30分～午後５時 

・年末年始（１２月２９日～１月３日） 

・特別整理期間     

      

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。 
  1月８日  

『ししにゃいとおしょうがつ』（絵本）、『１０ぴきのかえるのおしょうがつ』（絵本） 

  1月1５日 よみきかせボランティアゆいゆいさん担当 

  『北風こぞうのかんたろう』（パネルシアター）ほか 

  1月2２日  

『なかよしゆきだるま』（絵本）、『ママのもちつき』（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      

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。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下

さい。申込順になりますのでご了承ください。 
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