
 
 

沖縄市に在勤・在学の方は４月以降に利用者カードの更新が必要です。 
市外にお住まいで、市内に在勤・在学中の方は利用者カードの有効期限が 

令和４年３月３１日までとなっています。 

 

４月以降ご利用の際に、更新手続きが必要です。 

「利用者申請書」「在勤（在学）証明書」に記入の上、カウンターまでお持ちください。 

 

各証明書は、図書館ホームページよりダウンロードできますので、 

どうぞご利用ください。 

 

何かご不明な点ございましたら、図書館職員までお尋ねください。 

沖縄市立図書館       ２０２２年３月１日発行 第３２６号 

図書館だより  ３月号 
〒904-0004 沖縄市中央 2 丁目 28－1  

TEL：098-929-4919 FAX：098-923-0312 

ホームページ：http://www.city.okinawa.okinawa.jp/lib/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

場 所 特 集 テ ー マ 期 間 

一般コーナー 
世界気象デー（３月２３日）お天気特集 

2/25～3/23 
市民健康課 市民健康相談 賛同企画「世界腎臓デー」ちゅらまーみ 

郷土コーナー 「ゆかる日 まさる日 さんしんの日」特集 2/25～3/23 

児童コーナー 春の花・さんごの本 おともだちの本 2/25～3/23 

くらしコーナー ホワイトデー 2/25～3/23 

ＹＡコーナー 数学の日（３月１４日） 2/25～3/23 

２月の図書館統計 貸出冊数：29，228 冊  来館者数：11，433 人 （２月 24 日現在） 

２月の特集展示 

市民健康課 市民健康相談 賛同企画 ちゅらまーみ（美しい腎臓）コーナー 
 ３月１０日（木）は「世界腎臓デー」です。腎臓は、体の老廃物を集めて尿をつくる大切な器官で

す。２月２５日（金）から３月２３日（水）まで、関連図書とパンフレットで「美しい」腎臓を保つ

ための工夫を紹介しております。 

また、個別の健康相談も下記の日程で行います。本を片手に是非お立ち寄りください。お待ちして

おります。 

 

内容：・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 

・食生活や運動等の健康相談 

日時：令和４年 3 月１０日(木)14～16 時 

場所：市立図書館（まなびの部屋①） 

予約：９２３－０１０５（市民健康課 直通） 

うるま市・沖縄市は、糖尿病等

の悪化からおこる新規人工透析

を防ぐための取組を行っており

ます。詳しくはこちら。 

https://chojugiga.com/2017/07/03/da4choju34_0037/
https://chojugiga.com/2017/07/03/da4choju34_0036/
https://chojugiga.com/2017/07/03/da4choju34_0035/
https://chojugiga.com/2017/07/03/da4choju34_0035/
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新 着 図 書 紹 介 

一般図書 
書  名 著者名 出版社 請求記号 

東大名誉教授がおしえる！ 

建築でつかむ世界史図鑑 

本村凌二監修 二見書房 209 ﾄ 

「印象」の心理学 田中知恵著 日本実業出版社 361.4 ﾀ 

最強脳 アンデシュ・ハンセン著 新潮社 491.37 ﾊ 

超速でわかる！宇宙ビジネス 片山俊大著 すばる舎 538.9 ｶ 

水彩で描く色鮮やかな天体 アリーヌ・デオン著 ホビーシャパン 724.4 ﾃﾞ 

怖い家 Ｅ・Ａ・ポーほか著 エクスナレッジ 908.3 ｺ 

ミーツ・ザ・ワールド 金原ひとみ著 集英社 F ｶﾈ 

ミス・サンシャイン 吉田修一著 文藝春秋 F ﾖｼ 

郷土資料 
書  名 著者名 出版社 請求記号 

首里城地下第３２軍司令部壕 牛島貞満著 高文研 K219.96 ｳ 

沖縄渡名喜方言辞典 比嘉松吉著 渡名喜村 K818.99 ﾋ 

沖縄市史 第九巻 戦後新聞編 CD－ROM版 沖縄市総務部総務課市

史編集担当 
沖縄市役所 OK219.9 ｵ 

こどもの本・絵本 
本のなまえ かいた人 出版社 ぶんるい 

どこどこかわいい たなか しん作・絵 KADOKAWA E1 ﾀ 

バイバイばいきんさん マスクのまき たかい かずよし作・絵 国土社 E1 ﾀ 

いたずらだいこんとぶんぶんはち 浅沼とおる作絵 教育画劇 C1 ｱ 

大人も知らない？ふしぎ現象事典 「ふしぎ現象」研究会編 マイクロマガジン社 049 ﾌ 

子どもテツガク 小川仁志著 主婦の友社 104 ｵ 

なぞにせまれ！世界の恐竜 全 3巻 渡部真人監修 汐文社 457.8 ﾅ 

ぼくの弱虫をなおすには Ｋ．Ｌ．ゴーイング作 徳間書店 933 ｺﾞｲ 

ＹＡ（中高生向け） 
書 名 著者名 出版社 請求記号 

何を準備すればいいかわからない人のための総合型選抜・

学校推薦型選抜〈ＡＯ入試・推薦入試〉のオキテ５５ 
鈴木鋭智著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 376.8 ｽ 

生き抜くための数学入門 増補新版 新井紀子著 新曜社 410 ｱ 

こころ －小説－ 夏目漱石著 
有栖サリ挿画 文響社 F ﾅﾂ 
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現在Ｂリーグで大活躍中のバスケットチーム「琉球ゴールデンキングス」。作シーズンを J2 過去最

高順位の９位で締めくくったサッカーチーム「FC 琉球」。どちらも沖縄市をホームタウンに熱戦を繰り

広げているプロスポーツチームです。今回は盛り上がりをみせる２チームの本を紹介いたします！ 

『琉球ゴールデンキングスの奇跡』は、当時設立２年目の「琉球ゴールデンキングス」が 2009 年

にｂｊリーグ（Ｂリーグの前身リーグ）で優勝を成し遂げた奮闘と情熱の記録が、チーム創設者・木村

達郎さんの目線で綴られています。 

『奇跡のクラブ FC 琉球 』は、当時クラブ発足から１５年目の「FC 琉球」が 2018 年にＪ３を制覇

し、Ｊ２への昇格を決めるまでの新聞記事などがまとめられ、選手やスタッフ・サポーターの様子が豊

富な写真と共に記録されています。 

どちらの本も、当時の優勝の興奮と地元ファンの盛り上がりが伝わり胸が熱くなる本ですが、華々し

い結果を残す過程にはチームを運営する苦労や選手契約の裏側などプロの厳しさも垣間見え、胸が痛く

なることも…。絶好調の時も不調の時も、楽しい時も苦しい時も、がんばるチームを応援したくなる、

そんな原点を感じる本です！ブースターさんもサポーターさんもファンではないけど最近話題の地元

スポーツチームが気になるかも？な方もぜひぜひ手に取ってみてください。（E・T） 

 

 

日時：２０２２年３月２５日（金） 午前１０時～１１時 

場所：沖縄市立図書館 まなびの部屋 

対象：小学生 

内容：大型紙芝居やペープサートなどを使った 

楽しいおはなし会を開催します。 

 

 

『琉球ゴールデンキングスの奇跡』 
木村達郎 著 ／学研パブリッシング ／K783.1 キ 

『奇跡のクラブＦＣ琉球』 
沖縄タイムス社編 ／沖縄タイムス社 ／OK783.47 オ 

B1

B2

B3

J1

J2

J3

プロバスケットチーム 

『琉球ゴールデンキングス』 
試合会場：沖縄アリーナ 

 

おすすめ本コーナー 

プロサッカーチーム 

『ＦＣ琉球』 
試合会場：タピック県総ひやごんスタジアム 

B リーグ 
西地区 
１位 

2022年2月現在 

市内でプロの 
試合が見れる！身
近すぎてすごい！ 

対戦チームの人気選
手も市内に試合をし
にくる！すごい！ 

ルールがわからなく
ても会場がお祭りみ
たいに盛り上がって
て楽しい！すごい！ 

県出身のプロ選
手も活躍して
る！すごい！！ 

沖縄市でプロスポーツ

が観戦できるのすごす

ぎる説！ 

 

【沖縄県で活躍するプロスポーツチームの本】 

 

【ハンドボール】 
琉球コラソン 

【卓球】 
琉球アスティーダ 

『Fry high！』 『琉球アスティ―ダの奇跡』 

昨シーズン 
Ｊ２リーグ 

9 位 
（22チーム中） 

電子図書 

あり 

 

  【琉球ゴールデンキングスが載ってる本】 
・『Ｂリーグ公式ガイドブック』 
・『栄光の軌跡 琉球ゴールデンキングス』 
・『月刊バスケットボール』（雑誌） 

 【FC 琉球が載ってる本】 
・『Ｊ１＆Ｊ２＆Ｊ３選手名鑑 ２０２１』 
・『平畠啓史Ｊリーグ５６クラブ巡礼』 
・『サッカーダイジェスト』（雑誌） 

 

もっと 

知りたい 

方へ！ 

https://chojugiga.com/2016/11/01/da1chojudaa0022/


 
 

 

２０２２年３月                  ２０２２年４月     はお休みです 

３／２２ 春分の日の振替休            ４／２９ 昭和の日 
３／２４ 館内整理日               ４／２８ 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   

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（文化の日を除く）     

・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  

 
     

 

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」で、 

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。 
   ３月１２日 『バルバルさん』（絵本）、『おおきなもののすきなおうさま』（絵本） 

３月１９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♪ 
３月２６日 『花さかじいさん』（エプロンシアター）、『おおきくなるっていうことは』（絵本） 

 

 

 

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。  

 

日 月 火 水 木 金 土  日 月 火 水 木 金 土 

  1 2 3 4 5       1 2 

6 7 8 9 10 11 12  3 4 5 6 7 8 9 

13 14 15 16 17 18 19  10 11 12 13 14 15 16 

20 21 22 23 24 25 26  17 18 19 20 21 22 23 

27 28 29 30 31    24 25 26 27 28 29 30 

※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 

定例おはなし会 

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 

本館 

・開館前 午前８時～午前９時３０分 

・閉館後 午後８時～午後１０時（平日） 

午後６時～午後１０時（土・日） 

・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 
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