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 新しく雑誌タイトルが増えました！！ 

タイトル ジャンル 発行 

小説新潮 文芸・読み物 月刊 

からだにいいこと 健康・ヘルスケア 隔月刊 

ＭＯＮＯＱＬＯ 生活情報全般 月刊 

illustration 美術・イラスト 季刊 

大人のおしゃれ手帖 女性・ファッション 月刊 

うかたま 女性・生活・料理 季刊 

宇宙のとびら 子ども向け・宇宙 月刊 

 

沖縄市立図書館 ２０２２年６月１日発行 第３２９号 

 
 

 

５月の図書館統計  貸出冊数：29,814 冊 来館者数：11,612 人 (５月２６日現在） 

 

        ６月２３日は「慰霊の日」 

      沖縄市立図書館では６月、慰霊の日にちなんで郷土資料コーナー、 

一般フロア、こどもの本のコーナーでそれぞれ戦争と平和に関する 

特集を行います。本土復帰５０周年の今年、郷土資料 

コーナーでは、復帰に関する資料も特集しています。 
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こどもの本・絵本 

本のなまえ かいた人 出版社 ぶんるい 

かいけつゾロリのゾワゾワゾクゾクようかいまつり 原ゆたか/さく・え ポプラ社 913ハラ 

ゲームと生きる！(1) 高橋浩徳/監修 フレーベル館 798.5ゲ 

地球を飛び出せ！宇宙探査 荒舩良孝/著 誠文堂新光社 538ア 

おばけのうんどうかい あいはらひろゆき/さく サニーサイド Ｅ7ス 

ピカゴロウ ひろただいさく/作 

ひろたみどり/作 

講談社 Ｅ1ヒ 

ＣＤ・ＤＶＤ 

書名 著者名 出版社 請求記号 

食育＊知育＊うたとあそび 

たべものソング大集合！ 
米澤円〔ほか〕/うた King Record  ACD.99シ 

真夏の夜の夢 さんかく山のマジルー 中江裕司/監督 バンダイビジュアル VVD.77マ 

波音サラウンド  シンフォレスト VVD.74ナ 

 

一般図書 

 
郷土 
書名 著者名 出版社 請求記号 

アドラーに救われた女性たち つるたえみこ/著 みらいパブリッシング Ｋ146.8ツ 

軍用地政策の変遷 沖縄県文化振興会

公文書管理課/ [編] 
沖縄県文化振興会

公文書管理課[編] 
Ｋ334.6オ 

みんなの文化財図鑑 天然記念物編 沖縄県教育庁文化財課/編 沖縄県教育委員会 Ｋ709.1オ 

書名 著者名 出版社 請求記号 

多様性って何ですか？ 羽生祥子/著 日経ＢＰ 336.4ハ 

〈叱る依存〉がとまらない 村中直人/著 紀伊國屋書店 141.6ム 

スピーカーをつくろう！ ｓｔｅｒｅｏ/編 音楽之友社 547.31ス 

ちいさい世界づくり Hanabira工房/著 ワニブックス 759ハ 

鍛冶屋 炎の仕事人 田中康弘/著 山と溪谷社 581.7タ 

文系のためのめっちゃやさしい量子論 松尾泰/監修 ニュートンプレス 421.3ブ 

先生、モモンガがお尻でフクロウを脅しています？ 小林朋道/著 築地書館 481.78コ 

タイムマシンに乗れないぼくたち 寺地はるな/著 文藝春秋 Ｆテラ 

新着図書紹介 
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『ひとり旅日和』   秋川 滝美／著（Ｆアキ） 

【内容】 

人見知りで要領の悪い日和は、気分転換にひとり旅へ。勇気を出し

て熱海に行ってみると、少しだけ自分の殻を破れた気がした。佐原、

仙台、金沢、博多。少しずつ成長していく日和の姿に周囲の目も変わ

っていき…。            （ＴＲＣ週刊全点案内より） 

【おすすめの 1冊】 

ほかにもあります！ 

 昔から、美味しそうな料理が出てくる本が大好きでした。うっかり夜中に読みすすめてしまい、後悔し

たことも多々あります。好きな作家さんもたくさんいますが、今回はその中でも特に好きな秋川滝美さん

の『ひとり旅日和』を紹介します。 

 人見知りの日和は、ある日会社の社長から「気晴らしに旅に出てみては？」と勧められます。自分に 

”ひとり旅”は無理だと躊躇していた日和ですが、先輩の加賀さんに背中を押されて、まずは日帰りで熱

海まで出かけることに。 

 次々に出てくる美味しそうなご当地グルメ。熱海の干物定食から始まり、仙台の牛タンや博多ラーメ

ン。食べたことのあるものもないものもどれも美味しそうで目移りしてしまいます。そして、熱海、佐原、

仙台、金沢、福岡と、どんどん旅を楽しんでいく日和の姿を少しうらやましく思いながら、一緒に旅をし

ているような気持ちになりました。 

 現在は気軽に旅に出られないご時世ですが、いつか気兼ねなく旅をして、その土地の美味しいものが食

べられる、そんな日が早く戻ってくることを願いながら、今は本で旅気分を味わいたいと思います。 

                                          （Ｓ．Ｕ） 

ある事情から有名料亭の料理人を辞めた章は、

素泊まり温泉旅館の食事処「ヒソップ亭」の主

人に。厳選素材の料理に、名酒を揃える店は評

判となる。だが、店を訪れる客たちは、様々な

事情を抱えていて…。 

『湯けむり食事処 ヒソップ亭』 

      秋川 滝美／著（Ｆアキ） 

『マチのお気楽料理教室』 

      秋川 滝美／著（Ｆアキ） 

ツアーコンダクターとして国内外を

旅してきた万智は、義母の介護のた

め退職。旅先で料理を学んだ経験を

生かし、義母の死去後、自宅で料理教

室を営むことに。珍しい郷土料理を

扱う教室には、老若男女の生徒たち

が通ってきて…。 

（ＴＲＣ週刊全点案内より） 
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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。 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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   

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       

２０２２年６月 

★ 6月11日 『きょうはなんのひ？』（絵本）、『あめふりのおおさわぎ』（絵本）                            

★ 6月18日 『すきすき ちゅー』（絵本）、『あめ ぽつり』（紙芝居） 

※おはなしボランティアゆいゆいさん担当          

★ 6月２5日 『ひよこはにげます』（絵本）、『ピカゴロウ』（絵本） 

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。 

はお休みです 
 

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（蔵書点検） 

※大型絵本居、紙芝居、ＣＤ・ＤＶＤ、他館からの借用資料はブックポストに返却しないで下さい 

★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 

 

※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。 

２０２２年 7月 

7／１９：海の日振替休  7／２８：館内整理日 

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。 

定例おはなし会 


