
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１月の図書館統計 貸出冊数：２８９３４冊  来館者数：１３９１３人 （１１月２４日現在） 

 日 時 講師・講座内容 

第１回 
１月１５日（日）  

午後３時～４時 

 代田 知子 氏（日本子どもの本研究会会長、ＮＰＯブックスタート理事） 

「絵本の魅力」 

第２回 
2月４日（土） 

午後２時～４時 

平田 千悦子 氏（沖縄女子短期大学 非常勤講師） 

「絵本を楽しむヒント」 

第３回 
2月１８日（土） 

午後２時～４時 

大城 勇輝 氏（沖縄市青少年センター 臨床心理士） 

「心の栄養と絵本の関係」 

場  所 特 集 の テ ー マ 期 間（予定） 

一般フロア 生活支援コーディネーターのパネル展 11/25～12/27 

児童室 クリスマスの本・お正月に関する本 11/25～12/27 

郷土フロア コザ暴動とは 11/25～12/27 

くらしフロア 
12/1映画の日特集・クリスマスの本・ 

年末年始 特集 
11/25～12/27 

ＹＡコーナー 読み納め 特集 11/25～12/27 

沖縄市立図書館 
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始めました！ 

【 場 所 】 沖縄市立図書館 まなびの部屋 

【 対 象 】 絵本に関心のある方（沖縄市在住・在勤の方優先） 

          ＊託児あり（１才以上～6名まで  先着順） 

【 定 員 】 ３０人   ※定員に達し次第、締め切ります 

【 受 付 】 令和４年１２月１日（木）～令和 5年 1 月 22日（日） 

       沖縄市立図書館メインカウンター または 電話受付 929-4919 

【留 意 点】 参加者はマスクの着用と新型コロナウィルス感染症対策へのご協力をお願いします。 

《１２月の特集コーナー》 

twitter 

特集コーナーの様子

やちえぞう君の運行

状況など、各種最新

情報を配信していき

ます。 

フォローお願いします 

「赤星憲広の輪を広げる基金」様

より、車いす１台を寄贈いただきま

した。メインカウンター側の出入口

に設置されていますので、どうぞ

ご自由にお使いください。 

ツイッター 

（赤星憲広☆元プロ野球選手） 



 

 

 

 

 

 

書  名 著 者 名 出版社 請求記号 

１ステップで気分があがる↑気持ちのきりかえ辞典 大野萌子著 扶桑社 141.6オ 

消防レスキュー隊員が教えるだれでもできる防災事典 タイチョー著 KADOKAWA 369.3タ 

すばらしき宇宙の図鑑 宇宙飛行士だから知っている 野口聡一著 KADOKAWA 440ノ 

ペク先生のやみつき韓国ごはん 作り置き万能しょう

ゆで手軽に本格レシピ 

ペクジョンウォ

ン著 
小学館 

596.22

ペ 

頑張りすぎる人のための疲れない習慣 上符正志監修 家の光協会 498.3ガ 

その本は 又吉直樹著 

ヨシタケシンスケ著 

ポプラ社 

 
Fマタ 

育休刑事 似鳥鶏著 KADOKAWA Fニタ 

書  名 著 者 名 出版社 請求記号 

宇宙人とみつける仕事図鑑 

CHIKYU NO OSHIGOTO 

二村大輔絵 

リクルートエージ

ェント監修 

文響社 366.2ウ 

うんこ・おしっこ大研究  

みんながしらないスゴいちから 

メアリー＆リチ

ャード・プラッ

ト作 

化学同人 380プ 

病院図書館の青と空 令丈ヒロ子著 講談社 913レイ 

りりかさんのぬいぐるみ診療所 わたしのねこちゃん かんのゆうこ作 講談社 913カン 

ものおもう 新井洋行作 アルファポリス E1ア 

ごっつあん！うまいもんずもう 岩田明子作 佼成出版社 E1イ 

書  名 著 者 名 出版社 請求記号 

部活動にうちこむ 中高生のためのブックガイド 佐藤理絵監修 日外アソシエーツ 028ブ 

図解でわかる 14歳からのストレスと心のケア 
社会応援ネッ

トワーク著 
太田出版 948.39シ 

なんで信長はお城を建てたの？「お城」のはじまりを探す旅 畑中英二著 新泉社 521.8ハ 

恋愛問題は止まらない 吉野万理子著 小学館 Fヨシ 

書  名 著 者 名 出版社 請求記号 

数字のパワーで「いいこと」がたくさん起こる！琉球

風水の秘術！ 

シウマ著 
三笠書房 

K148.9シ 

沖縄の身近な植物図鑑 亜熱帯の雑草から庭の花、森

の樹木やシダまで１０００種 

林将之著 

名嘉初美著 
ボーダーインク K471ハ 

沖縄戦と琉球泡盛 百年古酒の誓い 上野敏彦著 明石書店 K588.57ウ 

新着図書紹介 

【一般図書】 

【こどもの本・えほん】 

【YA（中高生向け）】 

【郷土図書】 



 

 

今月の Pick Up 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

                 

  

がさつな祖父と優柔不断で潔癖気味な孫に同居話が持ち上がります。祖父が苦手な孫                        

は、しぶしぶ同居を受入れ祖父と暮らし始めます。最初は嫌がっていた彼も、一緒に暮

らしていくうちに、ただがさつで口が悪いと思っていた祖父の意外な一面を知っていき…。祖父と過ご

した時間にはいつもカレーがあり、カレーを通して知っていった祖父。カレーがつなぐ家族の物語です。 

 

タイトルと表紙に惹かれて手に取った本でした。第一印象は、家族でカレーを囲む温かく優しいイメ

ージだったのですが、読んでみると、中身は意外と甘くない。家族だからといって、何でもわかってい

るわけではなく、逆に家族だからこそ見えていない部分があるのかもしれません。家族に本当の思いを

わかってもらえないというのも寂しく感じます。近すぎて素直になれないことが多いけれど、だからこ

そ思いを伝えるための努力が一番必要なのだなと思いました。 

内容も面白かったのですが、表現も面白くてこの著者の他の作品も読んでみたくなりました。作中に

でてくる「ジジモン」やストーカーに対するつっこみに笑ってしまい、一気にファンになりました。自

分ではなかなか手に取らないような作品でしたが、こんな風にタイトルや表紙から本を選んでみるのも、

新しい作品との出会いがあって面白いなと感じた１冊です。 

また作中にでてくるカレーがとても美味しそうで、そんなにカレーが好きではない私ですがレシピを

真似して作ってみたくなりました。これから寒くなる季節に、ここに出てくるカレーを作って家族と一

緒に食べてみようかなと思います。                              

 

今月の書評 

『あなたのなつかしい一冊』 

池澤夏樹/編 毎日新聞出版 

019.9ア 

子どもの頃に出会った本、

大人の世界を知った本、 

迷ったときに帰る本。人気

作家５０人が〈自分だけの

一冊〉を選ぶブックガイド。 

『宝石のひみつ図鑑』 

諏訪久子/著 世界文化社      

459.7ス 

宝石はどのように生まれる

の？どうして輝くの？宝石

に隠されているたくさんの

「ひみつ」を、イラストや写

真と共にわかりやすく解説。 

『らんらんランドセル』     

モリナガヨウ/著 めくるむ Ｅ1モ 

世界中で日本だけにしかないラン

ドセル。どんな生地で作るの? ど

んな機械で縫うの? 生地が作られ

るところから、ランドセルの形に

なって届けられるまでを取材し、

くわしい絵で紹介する。 

『もじモジ探偵団  

まちで見かける文字デザインの秘密』 

雪朱里/著 グラフィック社 

727.8ユ 

ナンバープレート、視力表、たべっ子

どうぶつ…。くらしのなかで目にする

さまざまな文字のデザインは、いつ、

どこで、だれが手がけているのか？ 

★くらし 

 

★一般 

一

 

★児童 

 

★えほん 

 

『カレーの時間』 寺地はるな著 ／ 実業之日本社 ／ Ｆテラ 

（M．A） 



 

 

 
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 

 

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へ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。 
 

利用案内 

２０２２年１２月                   ２０２３年１月                           

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 

12/28:館内整理日 12/29～1/3:年末年始休  1/10:成人の日の振替休 1/24～2/3:蔵書点検 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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。 
  12月 10日  

『おおきいサンタとちいさいサンタ』（絵本）、『しろいしろいころわん』（絵本） 

  12月 17日 [よみきかせボランティアゆいゆいさん担当]〗 

  『ケーキができたわけ』（絵本）、『いつまでも』（絵本） 

  12月 24日  

『メリークリスマス』（パネルシアター）、『まどから★おくりもの』（大型絵本） 

＊新型コロナウィルス感染拡大防止のため、状況によって、変更または中止となる場合があります。

開催状況をホームページや、お電話にてご確認ください。 

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 31     

開館日、開館時間、返却ポスト利用時間については状況により変更があります。 

最新の状況は図書館ホームページまたは図書館へお問い合わせください。 

 

は休館日です。 

2023年2月4日～3月9日まで、図書館システムの入れ替えのため、休館となります。 

まなびの部屋は、蔵書点検・図書館システム入替期間中も開ける予定です。 

詳細は決まり次第随時ホームページ等でお知らせいたします。 


