
 

 

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。 

撮影／森清 

＜演目＞ 

・『虔十公園林（けんじゅうこうえんりん）』 

宮沢賢治作  

朗読：棚原 恵子氏（沖縄可否の会） 

・『ろくでなしのサンタ』「鉄道員（ぽっぽ
や）より」  

浅田次郎作 

朗読：花城 千恵子氏（沖縄可否の会） 

協力：朗読の会ぱぴぷぺぽ 

『宝島 上・下巻』（文庫） 

講談社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

場 所 特集テーマ 期 間 

一般コーナー 

「舞台朗読関連資料」特集 10/12～11/22 

「ハートフル福祉フェア＆ボランティアパネル展」 10/28～11/22 

「糖尿病」関連特集（市民健康課コラボ） 10/28～11/22 

郷土コーナー 「意外と知らない“琉球の歴史”」特集 10/28～11/22 

こどもの本コーナー 

「秋の夜長に読みたいシリーズ本」 

10/28～11/22 
「世界の子ども達の本（いい友の日11/10・ 

世界平和記念日11/11）」 

「お仕事の本」 

ＹＡコーナー 「古典の日」特集 10/28～11/22 

くらしの本コーナー 「極める本」特集 10/28～11/22 

沖縄市立図書館 ２０２２年１１月１日発行 第３３４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/ 

１０月の図書館統計 貸出冊数：３１，６７８冊 来館者数：１３，５９０人 （10月２３日現在） 

沖縄市立図書館移転開館５周年・本土復帰５０周年記念講演会 

直木賞作家 真藤順丈氏 
「コザを語る―宝島の世界―」 

日 時：令和４年１２月８日（木） 開場:１８時３０分 開演:１９時～ 

会 場：沖縄市民小劇場「あしびなー」（ＢＣコザ３階）定員２５０人 

入場方法：入場整理券（無料） 

 

 

入場整理券配布について 

配布枚数：お一人様３枚まで 

配布期間：＜市内在住者優先配布＞令和４年１１月１日（火）～１１月８日（火） 

＜一般配布開始（市内在住・在勤含む）＞令和４年１１月９日（水）～ 

配布場所：沖縄市立図書館（メインカウンター） 

お問い合わせ：沖縄市立図書館（０９８－９２９－４９１９） 

令和４年度図書館セミナー 

 
    

 

～耳で愉しむ文学の世界～ 

日時 令和4年11月3日木） 

PM2:45開場 PM3:00開演 
場所:沖縄市立図書館 まなびの部屋 

対象:高校生以上 事前受付 

（定員80名） 

※当日はコロナウイルス感染

防止のため、マスクの着用、

検温、手指の消毒等にご協力

ください。 お問い合わせ:沖縄市立図書館（098-929-4919） 
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【こどもの本・絵本】 

【ＹＡ（中高生向け）】 

【一般図書】 

【ＣＤ・ＤＶＤ】 
タイトル 著者名 出版社 請求記号 

おうちでもカンタン・からだのびのび 

★たいそう＆あそびうたＢＥＳＴ 
出口たかし〔ほか〕／うた 日本コロムビア ACD．97オ 

沖縄、心のうた 

－うちなーのちむぐくるぬうた－ 
BＥGIN〔ほか〕演奏 

ＫＩＮＧ ＲＥ

ＣＯＲＤＳ 
ACD．５7オ 

鯉昇れ、焦土の空へ 

－あなたは広島カープを知っています

か？－ 

森義隆／演出 イッセー

尾形・富田靖子〔ほか〕出

演 

ＮＨＫエンター

プライズ 
VVD．77コ 

 

本のなまえ かいた人 出版社 ぶんるい 
はいポーズ どうぶつ 他 

（ヨガセラピーえほんシリーズ） 
サラ・ジェーン・ヒンダー／さく 主婦の友社 Ｅ２ヒ 

かえるのほんや やぎたみこ／作・絵 ＰＨＰ研究所 Ｅ１ヤ 

あるひくじらがやってきた ニック・ブランド作 小学館 Ｅ２ブ 

真実を発見！科学捜査   

（子供の科学サイエンスブックスＮＥＸＴ

シリーズ） 

石澤不二雄〔ほか〕監修 誠文堂新光社 317.7シ 

きむらゆういちの手作りおもちゃ傑作集 

うごく工作 
きむらゆういち／著 金の星社 750キ 

書名 著者名 出版社 請求記号 

桃太郎は嫁探しに行ったのか？ 倉持よつば／著 新日本出版社 388.1ク 

中高生のスポーツハローワーク 

－スポーツを仕事にしたい君へ－ 
  ― 学研プラス 780チ 

てのひらの未来 村山由佳／著 集英社 Ｆムラ 

書名 著者名 出版社 請求記号 
地政学×歴史で理由がわかるロシア史 

－キエフ大公国からウクライナ侵攻まで－ 

祝田秀全／監修 

かみゆ歴史編集部／編 
朝日新聞出版 238カ 

ざっくりわかる簿記の本 宇田川敏正／監修 新星出版社 336.91ザ 

新生児科医・小児科医ふらいと先生の子育て

「これってほんと？」答えます 
今西洋介／監修   
おおのたろう／イラスト 

西東社 493.98シ 

みんなで考える地球環境Ｑ＆Ａ１４５   

－地球に代わる惑星はない－ 
マイク・バーナーズ‐リー著 丸善出版 519バ 

はじめてのアラブごはん 

－手軽に作れるエキゾチックレシピ６２－ 
小松あき／著 イカロス出版 596.22コ 

大学生のためのレポートの書き方 佐渡島紗織〔ほか〕著 ナツメ社 816.5サ 

文豪の家 －家を知れば文学が見えてくる－ 高橋敏夫・田村景子／監修 エクスナレッジ 910.26ブ 
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沖縄市立図書館がBCコザ（旧コリンザ） 

に移転してから、10 月 1 日で来館者が 

100万人を超えました。 

100 万人目となった元気いっぱい小渡さん 

ファミリーには、桑江市長より花束と記念品

が贈られました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月の書評 

『長生きする鳥の育てかた－愛鳥と末永く幸せに暮らす方法、教えます－』 

        細川博昭著・ものゆうイラスト／誠文堂新光社／646.8ﾎ 
 

ある日、これまで特に鳥に興味がなく、接する機会もなかった私が、ひょんなことから鳥を世話する

ことになった。ちゃんと育てられるのだろうか？不安を抱きつつ、教えられた通りにヒナにエサを与え

て世話をしていたら…あれ、今喜んでるのかも？鳥にも感情があるのかしら？もっと鳥について知りた

くなり、手に取ったのがこの本である。 

この本は昔ながらの誤った飼育法や、飼い主の知識不足により短命な飼い鳥が多い現状を何とかした

いと考えた著者が、飼い鳥の寿命を短くする要因をまとめ、回避方法を紹介したものだ。 

鳥を短命にする要因の中でも興味深かったのが、「孤独によるストレス」だった。仲間がいないこと

へのストレスが免疫力を弱め結果的に短命になるというのだ。鳥も人間と同じく群れて生きる動物であ

り、聴覚（声）や視覚による情報を得てコミュニケーションを行っていると言う。さらに著者によると、

鳥には喜怒哀楽の豊かな感情もあるという事だった。 

鳥をすでに飼っている方はもちろん、これから鳥を飼おうと考えている方にも、ぜひ一度読んで欲し

い。これを読むと、これまでより一層、飼い鳥が愛おしくなること間違いなし（？） 

愛鳥が満ち足りた鳥生を送れますように…。 

 

 

＜他のオススメの本＞ 

『鳥のきもち－鳥と本音で通じあえる本－』 松本壯志著／ＷＡＶＥ出版／646.8マ 

『鳥のお医者さんのためになるつぶやき集』 海老沢和荘著／グラフィック社／646.8エ 

                                         （ M・Y ） 

 

 

 

沖縄市立図書館が、今年で移転して 

５周年を迎えることを記念して読書手帳

を作成しました。 

読書手帳は、あなたが読んだ本の記録を残して

おける手帳です。 

図書館の各カウンターで配布していますので、

どうぞご活用ください。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 月 火 水 木 金 土  日 月 火 水 木 金 土 

  1 2 3 4 5      1 2 3 

6 7 8 9 10 11 12  4 5 6 7 8 9 10 

13 14 15 16 17 18 19  11 12 13 14 15 16 17 

20 21 22 23 24 25 26  18 19 20 21 22 23 24 

27 28 29 30     25 26 27 28 29 30 31 

 
   はお休みです   

 
※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 

★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] 

★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 

★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） 

 ※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 

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。 

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。 

★１1月12日『どんぐりとんぽろりん』（絵本）、『きょうのごはん』（絵本） 

★１1月19日 よみきかせボランティアゆいゆいさん担当 

            『はたらくくるまだいかつやく』（紙芝居）、『あげる』（絵本） 

★１1月26日『とてもおおきなサンマのひらき』（絵本）、 

『やさいだワッショイ！おいしさとどけ隊』（絵本） 

 

※新型コロナウィルス感染状況 

によっては、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。 

※11/3（文化の日）は 

午後6時までの開館です。 

11/23：勤労感謝の日 

11/24：館内整理日 

12/28：館内整理日 

12/29～12/31：年末休 


