
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沖縄市立図書館 2022年8月1日発行 第331号 

〒９０４－０００４ 沖縄市中央二丁目２８－１ 

ＴＥＬ：０９８－９２９－４９１９ ＦＡＸ：０９８－９２３－０３１２ 

ホームページアドレス http://www.city.okinawa.okinawa.jp/lib/ 

7月の図書館統計 ★貸出冊数 ３５，５１８冊 ★来館者数１５，９４３人（7月27日現在） 

日時：令和４年８月１７日（水）  

   １５：３０開場 １６：００開演～１６：４５終了予定 

場所：沖縄市立図書館 まなびの部屋 

観覧は無料ですが、事前申し込みが必要です。（カウンター又は電話にて受付） 

 ★★事前にカウンター又は電話でのお申込みが必要です。 

平和をかんがえる特別おはなし会 

・日 時：9月3日（土）１５時～１５時３０分 

・場 所：沖縄市立図書館 多目的ルーム 

・内 容：絵本の読み聞かせ ほか 

・対 象：市民一般 

企画展示 

・平和について考える資料展 7/29（金）～9/7（水） 

・心のバリアフリー作品展 8/2（火）～8/12（金）  

   （コラボ展示 地域包括支援センターおきなわ）  

・原爆展 8/16（火）～8/27（土） 

     ＊状況により変更になる場合がございます＊ 

「ＦＩＢＡバスケットボールワールドカップ」の優勝トロフィーが１日限定で図書館に展示されます。 

来年、沖縄アリーナでバスケットワールドカップが開催されます。みんなで応援しましょう！        

 

FIBAワールドカップのトロフィーがやってくる！ 

親子で楽しむ 

絵本とピアノの音楽会 

展示日：８月19日（金） 本物だよ！ 

参加無料 

♪「市民小劇場あしびなー」タイアップイベント ♪ 
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【一般図書】 
書名 著者名 出版社 請求記号 

古代遺跡大図鑑 
森谷公俊監修 鶴間和幸監修 

中村誠一監修 
ニュートンプレス 202.5コ 

こどもスマホルール 竹内和雄著 時事通信出版局 379.9タ 

うたまるごはんのかんたんフリージング 

離乳食・幼児食 
うたまるごはん著 学研プラス 599.3ウ 

「速く」「短く」「感じよく」メールを書く方法 鈴木真理子著 明日香出版社 670.91ス 

羊毛フェルトの比重 高森美由紀著 産業編集センター Fタカ 

【郷土資料】 
書名 著者名 出版社 請求記号 

ハイドゥナン(上)(下) 藤崎慎吾著 早川書房 KFフジ 

島嶼地域科学を拓く 

-問い直す環境・社会・歴史の実践- 
池上大祐編著 波多野想編著 ミネルヴァ書房 Ｋ290.1イ 

【児童書】 
本のなまえ かいた人 出版社 ぶんるい 

EASY ORIGAMI FOR KIDS NAOKO ISHIBASHI著 
チャールズ・ 

イー・タトル出版 
754.9 I 

もしも地球がひっくり返ったら 

-科学のふしぎがわかる！- 
川村康文監修 学研プラス 404モ 

司書の一日 
ＷＩＬＬこども知育研究所 

編著 
保育社 013ウ 

たのしく学ぼう！！ことわざ大図鑑 青山由紀監修 国土社編集部編集 国土社 814コ 

異界のミステリー 
山白朝子著 近藤史恵著  

皆川博子著 竹本健治著 
汐文社 913ゼツ 

ア・テイル・オブ・マジック(1) クリス・コルファー著 平凡社 933コル 

【えほん】 
書名 著者名 出版社 請求記号 

奄美の道で生きものみーつけた 松橋利光写真 木元侑菜文 新日本出版社 Ｅ1マ 

マロングラッセ だるま森作 ＢＬ出版 Ｅ1ダ 

おせんべやけた！ 長野ヒデ子脚本・絵 童心社 Ｃ1ナ 

こんやはなつまつり 
かわしまえつこ脚本  

松成真理子絵 
童心社 Ｃ1マ 

【ＹＡヤングアダルト（中高生向け）】 
タイトル 著者名 出版社 請求記号 

１４歳の教室-どう読みどう生きるか- 若松英輔著 ＮＨＫ出版 104ワ 

古代メソポタミア飯 

-ギルガメシュ叙事詩と最古のレシピ- 

遠藤雅司著 

古代オリエント博物館監修 
大和書房 383.8エ 

マイロのスケッチブック 
マット・デ・ラ・ペーニャ作 

クリスチャン・ロビンソン絵 
鈴木出版 Ｅ2デ 

アイドルが好き！ イノウエミホコ作 くもん出版 Ｆイノ 

 

新着図書紹介 
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今月の Pick Up 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

「橋本治」推し 

   

年明け、中学生くらいの利用者が筒井康隆著『残像に口紅を』を借りていった。章がす

すむごとに、＜ことば＞が消えていくが物語は成立する手法に唸った作品を手渡すことが

でき、嬉しかった。同様にその手法に衝撃をうけたのが橋本治著『桃尻娘』シリーズ。型

にはまらない文体と登場人物への公平な視点に「橋本治」は読みたい作家＝お勧め作家と

なった。 

平安の世、宮廷での清少納言の姿が生き生きと読みとれる『桃尻語訳枕草紙（全三巻）』

は古典が遠い時代の遠い話と思っている方に手に取ってほしい。  

『巡礼』はひとりゴミ屋敷に暮らし、周囲の住人たちの非難の目にさらされる男が主人

公、秋田県の事件を彷彿させる『橋』は静かに転落する女性が主人公である。同様なニュ

ースを目にした時、これらの作品の読後は捉え方が変わった。彼らと私は地続きであり、

私の隣人かもしれないと。胸を痛める出来事が多い中、怒りによる拒絶ではないアプロー    

              チを示唆してくれる。 

橋本治が逝って、三年。昨年『人工島戦記―あるいはふ

しぎとぼくらはなにをしたらよいかのこども百科』が有

志の手を経て、刊行された。１３７０ページの重さと最

後の作品という重みのなか、今、ゆっくりと読み進めて

いる。 

  ＫＯ                          

今月の書評 

『本の雑誌』 

本の雑誌社発行  

文芸書を中心とした書評

誌。毎号の特集が情報豊か。

「三角窓口」は本好きの投

稿が満載でここの常連が作

家、書評家デビューしてお

り、応援したくなる。 

『この本、読んで』 

出版文化産業 

振興財団発行 

サブタイトルの『『わくわく

読み聞かせマガジン』のと

おり、季節に応じた読み聞

かせ例を掲載。読み手と聞

き手をつないでくれる。 

『MOE（モエ）』 

モエ出版発行  

絵本を中心にファンタジ

ー&アートがビジュア豊

かに紹介。毎号の特集が

充実している。各地の博

物館、美術館等の展示案

内情報でワクワク感 UP 

UP。 

『ダ・ヴィンチ』  

KADAKAWA発行  

文芸書、実用書、絵本、コミ

ックなど様々なジャンルの本

を網羅している。オススメの

新刊であるプラチナ本や表紙

モデルが選んだ本が意外な選

択だったりして、楽しい。  

読む本に困ったら＊書評雑誌あれこれ 

一般・ 



 

 

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。 
 

２０２２年８月                ２０２２年９月 
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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    

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  

 
★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。 

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。 

 

8/11（木）山の日 8/25（木）館内整理日 9/19（月）敬老の日   9/20（火）振替休   
9/23（金）秋分の日  9/29（木）館内整理日 

は休館日 は休館日 

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。 

８月 13日 『うみまでいけるかな？』（絵本）、『おべんとうバス』（エプロンシアター） 

８月 20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！ 

８月 27日 『ぼくんちカレーライス』（絵本）、『はらぺこソーダくん』（絵本） 

＜定例おはなし会＞ 
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