
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

場 所 特集テーマ 期 間 

一般コーナー 

「ミステリーの日（10/7）」特集 

9/30～10/26 
「鉄道の日（10/14）」特集 

「がん検診・特定健診」関連資料展（市民健康課コラボ） 

「POPコンテスト」（投票期間：9/30～10/26） 

郷土コーナー 「世界のうちなーんちゅ」特集 9/30～10/26 

こどもの本コーナー 
「ハロウィン」特集 

9/30～10/26 
「秋の本」特集 

ＹＡコーナー 「天才の日（10/31）」特集 9/30～10/26 

くらしの本コーナー 「○○の秋」特集 9/30～10/26 
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ホームページアドレス：http://www.city.okinawa.okinawa.jp/lib/ 

図書館では毎月、各コーナーで多彩なテーマを取り上げ、
関連する資料を展示・貸出しています。 

2022 第 76 回 

読書週間 
10月 27日(木)～11月 9 日(水) 

９月の図書館統計 貸出冊数：３５，７１９冊 来館者数：１５，６０７人 （9月２９日現在） 

様々なテーマの
特集をご用意し
ております。ぜひ
お立ち寄りくだ
さい！ 

「読書週間マーク」の由来 
その昔、ギリシャ神話の世界で「ふくろう」は、学問・技芸・

知恵を司る美貌の女神アテナの使者であり、また、代表的なポ

リスで文化の中心地アテナイ（ アテネ）の聖鳥でもありました。 

 古代のギリシャ人たちは、賢そうな丸い目ですまし顔の（「ふ

くろう」を知恵の象徴として大切にしたといいます。 

 森の奥ふかく、静かに瞑想にふけるこの（「ふくろう」の姿こ

そ、読書週間のシンボルマークとしてもっともふさわしいもの

と考え、読進協では長い間使用してきました。 

 読書推進運動協議会HPより） 
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【一般図書】 

 

【郷土資料】 

書名 著者名 出版社 請求記号 
沈黙の記憶１９４８年               

―砲弾の島伊江島米軍ＬＣＴ爆発事件― 

謝花直美/著 インパクト

出版会 

K219.97ジ 

沖縄切手総カタログ               

－本土復帰５０周年記念― 

 日本郵趣協会 K693.8オ 

おいしい沖縄 池上永一〔ほか〕/著 河出書房新社 K914.68オ 

 

【こどもの本・絵本】 

本のなまえ かいた人 出版社 ぶんるい 
なんで勉強しなきゃいけないの？①・②巻 ＷＩＬＬこども知

育研究所/編著 

金の星社 159ナ 

ぼうさい 

（一生つかえる！おまもりルールえほん） 

山村武彦/監修 学研プラス 369.3ボ 

恐竜２ 最新研究 

（講談社の動く図鑑ＭＯＶＥ） 

小林快次/監修 講談社 457.8キ 

おいしいおほしさま 林木林/作  

たごもりのりこ/絵 

鈴木出版 E１タ 

よるのようふくやさん 穂高順也/文  

寺島ゆか/絵 

文溪堂 E１テ 

 

【ＹＡ（中高生向け）】 

書名 著者名 出版社 請求記号 

火狩りの王 外伝 野ノ日々 日向理恵子/作 ほるぷ出版 Fヒナ 

はなの街オペラ 森川成美/作  

坂本ヒメミ/画 

くもん出版 Ｆモリ 

消えない叫び 

（Ｓｃｒｅａｍ！絶叫コレクション） 

Ｒ．Ｌ．スタイン 

/監修 

理論社 933.78ス 

 

書名 著者名 出版社 請求記号 
悪いお姫様の物語 
－おとぎ話のように甘くない２４人の悪女の真実― 

リンダ・ロドリゲ

ス・マクロビー/著 

原書房 280.4マ 

世界の廃墟島 －美しく孤独な場所― クラウディア・マ

ーティン/著  

日経ナショナルジ

オグラフィック 
290.87マ 

僕たちはいつ宇宙に行けるのか 山崎直子/著 

竹内薫/著 

青春出版社 538.9ヤ 

シンプルかわいい手づくりピアス＆イヤリング いわせあさこ/著 学研プラス 594イ 

君が夏を走らせる 瀬尾まいこ/著 新潮社 Fセオ 

新着図書紹介 
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『 プロジェクト・ヘイル・メアリー 上下 』 

 アンディ・ウィアー／著 早川書房（933 ウイ） 

 

 2015年、ハリウッドでリドリー・スコットが監督し、マッ

ト・デイモンを主演に迎えて映画化された「オデッセイ」（原

題： ：「火星の人」）の著者、アンディ・ウィアーの3作目。こち

らも、デビュー作の「火星の人」と同じく宇宙ＳＦである。 

「火星の人」では、火星探査に行ったクルーが災害による事故

でたった１人火星に取り残され、生き残るべく科学知識を駆使

し奮闘した。 

 

「誰でも宇宙旅行」の時代

はもうすぐ！ ロケットの仕

組みなどの基本的な事柄か

ら、宇宙開発の現状、お金や

エネルギーといった解決しな

ければならない課題、日本の

宇宙開発までをわかりやすく

解説する。（ＴＲＣ週刊全点案内より） 

ガリレオ、ダーウィン、アイ

ンシュタイン…。科学者たちは

みんな冒険者だった！ 

科学または技術の発見や進歩

と、その科学的原理を、簡単に

できるたくさんの実験とともに

紹介。科学の歴史を追体験でき

る本。（ＴＲＣ週刊全点案内より） 

「僕たちはいつ宇宙に行けるのか」538.9ヤ 

山崎直子著：/：竹内薫著：/：青春出版社 

「２階から卵を割らずに落とす方法」402コ 

ショーン・コノリー著：/：ディスカヴァー・トゥエンティワン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今作の：「プロジェクト・ヘイル：・メアリー」でも、冒頭から主人公は１人だ。なぜ、１人なのか。なぜ、

宇宙船に乗っているのか。何のために、そこにいるのか。主人公は何も覚えていない。それどころか、自

分の名前すらも忘れてしまっている。読者は彼がどうやってこの絶体絶命の危機を乗り越えるのか、冒頭

から惹きつけられ、ページをめくる手が止まらなくなる（はずだ）。 

一人称で読みやすく、科学や物理、気象、宇宙工学、生物学などの専門知識は門外漢でも、比較的わか

りやすく感情移入もしやすい。主人公とともに失われた記憶を辿り、彼に託された使命を知り、ふりかか

る災難、困難、発見、失敗を、彼が忘れることのなかった科学知識、機転でどう対処するのか。 

あまり多くを語るとネタバレになるので、それは避けたい。ぜひ、手に取って彼の旅路を見届けて欲し

い。ちなみに、今作も映画化が決定しているとのことで、いまさら私がここでおすすめをせずとも、おも

しろさは折り紙つきである。 （Ｍ.Ｈ） 

小中学生のみなさんに、おすすめの本をPOPで紹介してもらいました！ 

みなさんが、POPを見て読んでみたくなる作品に投票をお願いします。 

 

投票場所 沖縄市立図書館（こどもの本側のカウンター付近） 

     投票用紙に、選んだ作品の番号を記入して下さい。 

投票期間 9月30日（金）～10月26日（水） 

結果発表 11月25日（金） 図書館に入賞者の作品を掲示 

ＰＯＰコンテスト開催 

今月のおすすめ本 

今月のPICK：UP 

「プロジェクト・ヘイル・メアリー」

が気になった方はこちらもどうぞ！ 



 

 

10/11：スポーツの日 振替休 

10/2７：館内整理日  

  

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。 

１１/23勤労感謝の日 11/24：館内整理日  

  ※１１/３文化の日は開館します 

  

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

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★（通常の開館時間） 

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、大型紙芝居、紙芝居、ＣＤ・ＤＶＤはブックポストに返却できません 

★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 

 

    はお休みです 

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。 

★１０月 ８日『ぼくのえんそく』（絵本）『ぜったいにおしちゃダメ？』（絵本） 

★１０月１５日 よみきかせボランティアゆいゆいさん担当 

            『くまときつね』（絵本）、『いもほりチャンピオン』（紙芝居） 

★１０月２２日『おいも！』（絵本）、『もりのおかしやたぬきどう』（紙芝居） 

＊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。 

 現在、新型コロナウィルス感染拡大防止のため開催場所を多目的ルームに変更しています。 

状況によって、変更または中止となる場合があります。 

 

※R５年１月２３日～３月９日は、蔵書点検、及び図書館システム入れ替えのため、休館いたします。 

音訳ボランティアによる対面朗読のお知らせ 


