
 

 

 

〒904-0004 沖縄市中央 2丁目 28－1 

TEL：098-929-4919 FAX：098-923-0312 

 

４月の図書館統計  

貸出冊数：３５，１８５冊   

来館者数：１３，１９２人 (４月２７日現在） 

 

※スポンサー名は五十音順 

 

 

雑誌スポンサーとは…事業者が「雑誌スポンサー」となって雑誌の購入費用を負担し、図書館に雑誌を提供していただく制度です 
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スポンサー名 提供雑誌名   スポンサー名 提供雑誌名 

いなり寿し家 ＬＥＥ   算数カフェ 数学教室 

オートキャリー 「ＣＡＲ ａｎｄ ＤＲＩＶＥＲ」   

すこやか薬局 

オレンジページ 

教文書館 季刊 うかたま   クロワッサン 

ＣＵＢＥ ＢＯＸ 
月刊ＨＯＵＳＩＮＧ   レタスクラブ 

住まいの設計   西自動車商会 ひよこクラブ 

合同会社ｆｕｋｕ ＮＨＫきょうの料理   ビストロ・シェ・司 男の隠れ家 

コザ信用金庫 

PRESIDENT family   

ＢＣスポーツ店           

月刊バスケットボール 

Pre－mo   
プレジデントウーマン

プレミア 

Baby－mo   
Flower Shop  

嘉苑（かえん） 
趣味の園芸 

モモト   ホープフル英語教室 母の友 

こどもとしょかん   みさと進学塾 サンキュ！ 

月刊 Newsがわかる   (株)宮平自動車整備工場 
Ｍａｒｔ 

※「CHANTO」から変更 

子供の科学   
ありあんたむ 

おきなわいちば 

日経エンタテインメント   ｐｏｒｔｅ［ポルト］ 

こどものとも   
Ｒｅ：ＯＮＥＤＡＹ 

（リ・ワンデイ） 
ｎｏｎ・ｎｏ（ノンノ） 

PHP   ワールドツーリスト 旅の手帖  

ハルメク    

 

オキナワグラフ   

 

Tarzan    

婦人公論    

 

 

 

 

より、ブックスタートの絵本

バック 1500袋 ご寄贈 

いただきました！ 
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【一般図書】 
書名 著者名 出版社 請求記号 

今すぐ使えるかんたんぜったいデキま

す！スマートフォン超入門 Ａｎｄｒ

ｏｉｄ対応版 

リンクアップ／著 技術評論社 007.63リ 

不機嫌のトリセツ 黒川伊保子／著 河出書房新社 159ク 

ＪＫ、インドで常識ぶっ壊される 熊谷はるか／著 河出書房新社 292.5ク 

「私、子育て向いてないかも」がラクに

なる本 
Ｊｏｅ／著 日本実業出版社 379.9ジ 

多品目・多品種ベリー栽培で成功す

る！！ 
小尾能敏／著 ほか 誠文堂新光社 625.6タ 

釣りバリ歴史・種類・素材・技術のひみ

つ 
つり人社書籍編集部／編 つり人社 787.1ツ 

はじめての 島本理生／著 ほか 水鈴社 913.68ハ 

【郷土資料】 
書名 著者名 出版社 請求記号 

【兄弟姉妹都市】米沢の花 安原修次／撮影・著 ほおずき書籍 472.12ヤ 

【兄弟姉妹都市】手塚治虫の動物 手塚治虫／著 山と溪谷社 726.1テ 

【兄弟姉妹都市】京都太秦物語 
山田洋次／脚本 

阿部勉／ノベライズ 
新日本出版社 Fアベ 

【こどもの本・えほん】 
本のなまえ かいた人 出版社 ぶんるい 

理系脳をつくる食べられる実験図鑑 
中村陽子／著 

宮本一弘／監修 
主婦の友社 407ナ 

サイレンカーずかん 小賀野実／監修 成美堂出版 537サ 

まるごと一冊ロアルド・ダール ロアルド・ダール／作 評論社 933ダル 

おぱんつぱんつ フフフーン／さく ほるぷ出版 E1フ 

ノブーナガ 丸山誠司／作 絵本館 E1マ 

バナナじけん 高畠那生／作 ＢＬ出版 E1タ 

【ＹＡ（中高生向け）】 
書名 著者名 出版社 請求記号 

アルゴリズムがわかる図鑑 松浦健一郎/著 司ゆき/著 技術評論社 007.6マ 

食べものが足りない！ 

食料危機問題がわかる本 
井出留美/著 手塚雅恵/絵 旬報社 611.3イ 

【ＣＤ・ＤＶＤ】 
タイトル 著者名 出版社 請求記号 

【CD】ちあきなおみ大全集 ちあきなおみ／歌 
コロムビアミュージッ

クエンタテインメント 
ACD.19チ 

【DVD】サンタ・カンパニー 
糸曽賢志／原作，脚本，監

督 

スターリーキュー

ブ 
VVD.77サ 

 

 

新着図書紹介 
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場  所 特 集 の テ ー マ 期 間（予定） 

一般コーナー  鳥・BIRD ― 愛鳥週間 ― 4/30～5/25 

児童コーナー 子どもの読書週間、母の日、こどもの日 4/30～5/25 

郷土コーナー 沖縄復帰５０周年―本土復帰とは？－ 4/30～5/25 

くらしコーナー くらしを楽しむ工夫いろいろ特集 4/30～5/25 

ＹＡコーナー 「こどば」の本（5/18 言葉の日） 4/30～5/25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『新・戦争のつくりかた』りぼん・ぷろじぇくと/文，りぼん山本/原案・監修 マガジンハウス 

 「戦争をしない」と決めた国が、参戦できる国になっていく様子を、こどもにも分かる優し

い言葉で描いた本です。2014年に出版され話題になりました。出版から10年近く経過した

今、連日報道されるロシア・ウクライナの悲惨な戦況に、遠い異国の話だと無関心ではいられ

ないと強く感じます。正確な情報を見極める力と正しい判断力を身につけるための方法を、子

どもたちと一緒に考えるきっかけに出来る１冊です。 

今月の Pick Up 

今年も「母の日商戦」があちらこちらで繰り広げられ出したとき、浮かんだのが この１冊でした。

【166 回芥川賞候補作】という紹介文に惹かれ読んでみたのですが、「これは芥川賞にノミネートさ

れた作品なのかな」?と疑問符が浮かんだので、作中に登場する太宰治の『女生徒』を読むと納得でき

ました。1939年に出版された『女生徒』は、有明淑（ありあけ しず）という女性の日記をもとに書

かれた作品で、思春期の少女の視点で書かれたエッセイのような内容です。現代ならＳＮＳで飛び交

っていそうな心境が書き綴られていて、インスタの投稿を一気読みした気持ちになりました。 

『Schoolgirl』は現代社会で問題になっている若者の自殺や、情報化社会の中で急速に変化する価

値観に適応するための葛藤や、上辺だけになりがちな人間関係、幼少期に母親から叩かれて育った女

性の苦悩などに焦点をあてて作者の思いを緻密な文章で上手く伝えていると感じました。特に印象に

残ったのは「近頃の若い親御さんは何でもスマホで調べて解決しようっていう魂胆で、子どもに直接

向き合うってことをしない。大事なのは親がいかに子どもの気持ちに寄り添えるかですよ」という心

療内科医の言葉です。「小説」について現実逃避のための読み物と否定的に扱っていながら、母を理解

するために母の愛読書を読んだ娘は小説の良さに覚醒し、自分の YouTube チャンネル名である

「awakeing」とリンクしていて面白いと思いました。80年以上も前に書かれた小説について母と娘

が世代を超えて語り合いコミュニケーションが図れることや、感想を語り合うことで新しい価値観が

生まれることを伝えています。少女と女性、娘と母、SNSと小説、それぞれを比較したり、共通点に

共感したり、俯瞰してみることで相互の新たな関係性に気づき、デジタル時代に生れた世代との向き

合い方も考察できました。合わせて『女生徒ー乙女の本棚ー』太宰治/著もオススメします。（M・Ｕ） 

今月の特集 

 

『子どもの本で平和をつくる ー イエラ・レップマンの目ざしたこと ー 』 

  キャシー・スティンソン/文 マリー・ラフランス/絵  小学館  えほん２ 

戦後の混乱した町のなかに、人びとがならぶ たてものがありました。「食べものがも

らえるのかも」と思った少女が弟とそのたてものに入ってみると、そこにはたくさんの

本が！そしてひとりの女の人が本を読んでくれて…。子どもの本で平和をつくろうと

世界によびかけたイエラ・レップマンのお話。 

『Schoolgirl』  九段 理江/著  文藝春秋    Fクダ 

 【あらすじ】１４歳の娘は母親に対して「お母さんはからっぽだから」と言い放つ。小

説が好きな母に対して「小説に思考を侵されたかわいそうな人」だと思っているのだ。イ

ンターナショナルスクールに通う娘は、海外の環境活動家に傾倒しＹｏｕＴｕｂｅチャ

ンネルを開設して啓もう活動に励んでいる。ある日、娘は母の愛読書太宰治の『女生徒』

を題材に、小説を読む意義について、さらに自分の母親について動画で語りだした…。 

YA393.2リ 

えほん２ 

Fクダ 



 
 

２０２２年５月                 ２０２２年６月 
日 月 火 水 木 金 土  日 月 火 水 木 金 土 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７     1 2 3 4 

８ ９ 10 11 12 13 14  5 6 7 8 9 10 11 

15 16 17 18 19 20 21  12 13 14 15 16 17 18 

22 23 24 25 26 27 28  19 20 21 22 23 24 25 

29 30 31      26 27 28 29 30   
 
 

★５月 14 日 『おかあさんだいすきだよ』（絵本）、『どきどきオムライス』（絵本） 

★5 月 21 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！          

 ★5 月２8 日 『すてきなあまやどり』（絵本）、『カエルのおでかけ』（絵本） 

はお休みです 
 

５／３：憲法記念日  ５／４：みどりの日 

５／５：こどもの日  ５／２６：館内整理日 
6／2３：慰霊の日  ６／２４：館内整理日 

  ●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 
※返却ポストに返せないもの 

大型絵本・紙芝居、ＣＤ・ＤＶＤ、他館からの借用資料 

●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 

 

  

毎月第 2・3・4 の土曜日、午後 3 時から約 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。 

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。 

※新型コロナウィルス感染状況によっては、臨時休館、開館時間の短縮や、おはなし会その他
催し物の日程の変更・中止の可能性があります。HPやお電話でご確認下さいますようお願
いいたします。 
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