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場 所 特 集 テ ー マ 期 間 

一般コーナー 外来種・外来アリ パネル展（郷土博物館との連携企画） 1/28 ～ 2/22 

郷土コーナー 音楽の街 コザ 1/28 ～ 2/22 

児童コーナー ねこの本 ／ おともだちの本 1/28 ～ 2/22 

くらしコーナー バレンタイン 特集 ／ 大河と刀剣の関連本 特集 1/28 ～ 2/22 

ＹＡコーナー チョコレートの本「Ｉ♡チョコレート」 1/28 ～ 2/22 

 

 

どちらも聞きなれない言葉ですが、年齢を重ねて筋力やココロ、社会的なつながりが弱く 

なった状態を示す言葉です。ここ数年の自粛生活で、当てはまる方がとても多くなっている 

と言われております。 

期間中、関連図書やパンフレットの設置と、下記の日時に個別の健康相談も行っております。 

是非お立ち寄りください♪        企画：沖縄市役所 市民健康課 

 

市民健康相談 
・血圧測定、体重測定、尿検査 

・健康診断結果の見方やアドバイス 

・食生活や運動など、健康に関する相談など 

沖縄市健康づくりキャラクター 
おきはくん 

１月の図書館統計 貸出冊数： ２９，７５３冊  来館者数：１０，０５４人 （１月２７日現在） 

 

予約：923-0105（市民健康課 直通） 

※新型コロナウィルスの感染状況によっては、中止となる可能性 

があります。お電話等でご確認下さるようお願いいたします。 
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【一般図書】 

【郷土資料】 

書名 著者名 出版社 請求記号 

首里城を解く -文化財継承のための礎を築く- 
高良 倉吉 /監修 

島村 幸一 /編 
勉誠出版 K521.82シ 

沖縄島料理 
   - 食と暮らしの記録と記憶 - 

岡本 尚文 /監修・写真 

たまき まさみ /文 
TWO VIRGINS Ｋ596.04オ 

緑の牢獄 - 沖縄西表炭坑に眠る台湾の記憶 - 
黄 インイク /著 

黒木 夏兒 /訳 
五月書房新社 Ｋ778.7コ 

遠き島の時空 島石 浩司 /著 ボーダーインク KＦシマ 

【こどもの本・絵本】 

本のなまえ かいた人 出版社 ぶんるい 

おやすみとおはようのあいだ スギヤマ カナヨ /作 めくるむ Ｅ1ス 

ベティ・バニー チョコレートケーキだーいすき 
ｽﾃﾌｧﾝ・ｼﾞｮﾘｯｼｭ /絵 

ﾏｲｹﾙ・B・ｶﾌﾟﾗﾝ /作 
バベルプレス Ｅ2ジ 

博物館のバックヤードを探検しよう！ 
ＤＫ社 /編 

小林 玲子 /訳 
河出書房新社 069ド 

火星は… 
スザンヌ・スレード /文 

千葉 茂樹 /訳 あすなろ書房 445.3ス 

みんなが知りたい！気象のしくみ 菅井 貴子 /著 メイツ出版 451ス 

おねえちゃんって、ちょっぴりせのび！ いとう みく /作 岩崎書店 913イト 

パラゴンとレインボーマシン 
ジラ・ベセル /作 

三辺 律子 /訳 
小学館 933ベセ 

【ＹＡ（中高生向け）】 

書名 著者名 出版社 請求記号 

見た目が気になる 

 -「からだ」の悩みを解きほぐす26のヒント - 
河出書房新社 /編 河出書房新社 361.4カ 

菓子屋横丁月光荘 丸窓 ほしお さなえ /著 角川春樹事務所 Ｆホシ 

ガラスの顔 
ﾌﾗﾝｼｽ・ﾊｰﾃﾞｨﾝｸﾞ /著 

児玉 敦子 /訳 
東京創元社 933ハデ 

 

書名 著者名 出版社 請求記号 

世界の祝祭 
（地球の歩き方BOOKS 旅の図鑑シリーズ） 

地球の歩き方編集室 /編 Gakken 290.93チ 

資料作成＆プレゼン大全 亀谷 誠一郎 /著 大和出版 336.55カ 

ヤングケアラー 介護する子どもたち 毎日新聞取材班 /著 毎日新聞出版 369マ 

世界でいちばん素敵な宇宙の教室 
多摩六都科学館 

天文グループ/編 三才ブックス 440セ 

私のカレーを食べてください 幸村 しゅう /著 小学館 Fユキ 

こういう旅はもう二度としないだろう 銀色 夏生 /著 幻冬舎 915.6ギ 

アポカリプス・ベイビー 
デパント /著 

齋藤 可津子 /訳 
早川書房 953デパ 

新着図書紹介 
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『 ない本、あります。 』  

能登崇／著 大和書房 F ノト 

----------------------------------------------------------------- 

【内容】 

インターネットで募った１枚の写真に、タイトルと著者名を

載せ、あらすじも考えて裏表紙もつくった「ない本」。そんな

「ない本」を読める本にするために物語を書き下ろした、奇妙

で不思議な新時代の超短編集。             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月の Pick up 

おすすめの１冊 

  タイトルに惹かれて、思わず手に取りました。 

「ない」本が「「ある」とはどういうことなのか、ページをめくると、なるほど納得。ネットで

寄せられた加工前の写真と、まるで元々存在していた本であるかのようにデザインされた本の

表紙と裏表紙。そして、その本が実在していれば読めたであろう本文が少しだけ添えられてい

ます。 

 ネット上で寄せられた写真の中には、さすがにこれを表紙にすることはできないだろうと思

わず困惑してしまう物もありますが、どれも見事な「「本の表紙」に変身しています。完成され

た表紙のページをめくる前に手を止めて、自分だったらその写真をどんな本の表紙に出来るだ

ろうかと考えてみるのも楽しいかもしれません。 

 著者のデザインセンスもさることながら、興味をそそられるタイトルと垣間見せられる内容

に、「「えーっここまで？続きは？」「「でも次の本も面白そう」を繰り返している間にさらりと読

めてしまいます。時間が空いた時に少しずつ、味わってみてはいかがでしょう。「「 「（Ｍ.Ｈ） 

 

『「絶滅危惧動作図鑑 』 
 

藪本晶子/著 祥伝社 049ヤ 

            チャンネルを回す、黒

電話をかける、携帯の電

波を探す、カメラのフィ

ルムを巻く…。時代とと

もに消えていくであろう

「動作」を、「絶滅危惧レ

ベル」順にイラストで解

説する。みうらじゅんと

の対談も収録。 

『「広い宇宙に地球人しか 
見当たらない７５の理由 』 

スティーヴン・ウェッブ/著 青土社 440ウ  

宇宙がエイリアンだらけ

なら、みんなどこにいるの？ 

２０世紀を代表する物理学

者フェルミが提出したこの

パラドックスを解決するた

めに、宇宙論、物理学、確率

論からＳＦ的想像力までを

総動員し、宇宙と生命の謎へ

と挑む。 

POP コンテスト開催 

市内の小中学生に、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：2月8日（火）～2月20日（日） 

結果発表：3月上旬 図書館に入賞者の作品を掲示 

 ※コロナウィルスの

感染状況によっては

中止となる場合があ

ります。 



 

 

 

 

 

2022年2月           2022年3月       はお休みです 

日 月 火 水 木 金 土  日 月 火 水 木 金 土 

  1 

 

 

 

2 3 4 5  

 

  1 

 

 

 

2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12  6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

 

 13 14 15 16 17 18 19 

 20 21 22 23 24 25 26  20 21 22 23 24 25 26 

27 28       27 28 29 30 31   

２／１１ 建国記念の日  ２／２３天皇誕生日  ３／２２ 春分の日の振替休   

２／２４ 館内整理日              ３／２４ 館内整理日  

開館時間     返却ポスト 

火曜日～金曜日 午前９時３０分～午後８時 ・開館前 午前８時～午前９時３０分 
 土曜日・日曜日 午前９時３０分～午後６時  ・閉館後 午後８時～午後１０時（平日） 
 ※まん延防止等重点措置の期間中、館内での滞在       午後６時～午後１０時（土・日） 

時間は１時間程度でお願いします。       ・休館日 午前８時～午後１０時     
休館日      市役所 
・毎週月曜日（定期休館日）   ・平日 午前８時３０分～午後６時３０分 
・祝日（文化の日を除く）    ・土日 午前８時３０分～午後５時 
・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      

 

 

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。 

 

 

 

※まん延防止等重点措置の期間中、おはなし会は中止となります。ご了承ください。 
 

 

 

 

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（２月は第３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。  

 

利用案内

※返却ポストに返せないもの 

大型絵本、紙芝居、ＣＤ・ ＤＶＤ、他館からの借用資料 

定例おはなし会（予定） 

※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。 

音訳ボランティアによる対面朗読のお知らせ（予定） 

２月２６日（土）午後３時～  

  『しりとりのだいすきなおうさま』（大型絵本）、『ひなまつり』（パネルシアター） 
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