
 
 

沖縄市立図書館  ２０２３年１月１日発行 第３３６号 

住所 ： 〒904-0004 沖縄市中央 2 丁目 28－1  

電話 ： 098-929-4919 / ＦＡＸ ： 098-923-0312 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

場 所 特集テーマ 展示期間 

一般コーナー 

パネル展「沖縄のバス１０年の進化」 

第 168 回芥川賞・直木賞特集 

特集・本の福袋 

1/4～1/22 

こどもの本コーナー 

うさぎの本 

冬の本 

お金の本 
1/4～1/22 

郷土コーナー 「沖縄市の兄弟姉妹友好都市」特集 1/4～1/22 

くらしの本コーナー （少し早めの）バレンタイン特集 1/4～1/22 

ＹＡコーナー 大人になるあなたへ(成人の日特集) 1/4～1/22 

図書館だより １月号 

１２月の図書館統計 貸出冊数： ２９，５５０冊  来館者数： １２，６８３人 （１２月２５日現在） 

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。 

蔵書点検・図書館システム入れ替えのための休館 
移動図書館ちえぞう君の運休 

   2023/1/24（火） ～ 2023/3/9（木） 期間 

 

● 貸出冊数 
1/11(水)～ 
２０冊 （紙芝居 10点、CD・DVD各 2点） 

● 休館中の返却について 返却ポストの利用可能 

● ホームページの蔵書検索・予約 １/３１（火）まで利用可能 

● まなびの部屋の利用 火～金：９～２０時 、 土日：１０～１７時 
（事業が入っている場合は利用できません） 

● 電子図書館 利用可能 

 

休館前・休館中の利用について 
長期の休館となるため、１／１１（水）より、貸出冊数
を２０冊（紙芝居 10 点、CD・DVD 各 2 点）、返却日
を３／１０（金）以降へ変更になります。 
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【一般図書】 

書名 著者名 出版社 請求記号 
人生が変わる大人の独学記憶術 池田義博著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ １４１.３４イ 

『吾妻鏡』にみるここがヘンだよ！鎌倉武士 羽生飛鳥著 ＰＨＰ研究所 ２１０.４２ハ 

子どもに大切なことが伝わる親の言い方 渡辺弥生著 フォレスト出版 ３７９.９ワ 

めでる張り子 アトリエおはよう著 文化学園文化出

版局 

７５４.９ア 

貸本屋おせん 高瀬乃一著 文藝春秋 Ｆタカ 

ゴッホの犬と耳とひまわり 長野まゆみ著 講談社 Ｆナガ 

【郷土資料】 

書名 著者名 出版社 請求記号 
ＯＫＩＮＡＷＡ ３６５－沖縄の毎日を旅する写真集－ ＮＯ ＭＡＲＫ Ｉｎｃ． 

制作・編集  

平川美由紀訳 

東洋企画印刷 Ｋ２９１.９９ノ 

沖縄を愛するうちな～んちゅの夢。－ＷＥ ＨＡＶＥ 

Ａ ＤＲＥＡＭ 好きを力に、未来を生きる－ 

沖縄ドリームプロジェ

クト編  

中村圭一郎監修 

いろは出版 Ｋ３０２.１９オ 

ウクレレで弾く美ら歌－沖縄民謡から最新ポップス

まで－ ２０２２ 改訂版 

 ケイ・エム・ピー Ｋ７６３.５８ウ 

【こどもの本・絵本】 

本のなまえ かいた人 出版社 ぶんるい 
おさほうえほん－育ちのよさが身につく－ 高濱正伸監修  

林ユミ絵 

日本図書センター ３８５.９オ 

ブラックホールってなんだろう？ 嶺重慎文  

倉部今日子絵 

福音館書店 ４４３.５ミ 

きりんのまいにち 二宮由紀子作  

大野八生絵 

光村図書出版 ９１３ニノ 

アイスゆうえんち のしさやかさく・え ニコモ Ｅ１ノ 

ゆきのひのいえで まるやまあやこ作・絵 学研教育出版 Ｅ１マ 

【ＹＡ（中高生向け）】 

書名 著者名 出版社 請求記号 

おもしろすぎる人体のひみつ－マンガとイラスト－ 工藤孝文著  

まつむらあきひろ  

マンガとイラスト 

青春出版社 ４９１.３ク 

吹奏楽部のトリセツ！ 松元宏康監修 学研プラス ７６４.６ス 

いけよし！花咲中学華道部 結来月ひろは著 ＰＨＰ研究所 ９１３ユク 
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『世界遺産 絶景でめぐる自然遺産完全版』 
地球の歩き方編集室編集 地球の歩き方 
（290.93 チ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
旅行記・地理・地誌に関する本 
→くらしの本コーナー 

（くらし 22～25 の棚） 

 

鈴木亮平著 / ワニブックス  （778.21 ス） 
『行った気になる世界遺産』 

 フィクションで書かれているとわかっているからこそ、本当はどんな感じなのか、自分だったらどう
感じるのかと考える余白が生じている気がして、つい自分でも妄想してしまい、特段世界遺産に興味が
あったわけではないのに、実際にそこに行ってみたくなってしまった。著者にしてやられた気がして、
少し悔しいが、旅行計画を立てたくなった。世界遺産の魅力が詰まった妄想旅行記だ。 
世界遺産のことをもっと知りたくなる、行ってみたくなる一冊。ぜひ手に取って、味わってみてほし
い。          （Ｙ.Ｉ） 

“この旅行記は、フィクションです。” ページのど真ん中に目立つ
ようにそう書かれているこの本は、すべて著者の“想像 （妄想）”で書
かれている。しかも、世界遺産の専門家などではなく、著者の職業は
俳優。どんな感じかな～と軽い気持ちで手に取ったのだが、まんまと
本当に行った気にさせられてしまった。世界遺産に向かう道中の描
写、その地域の空気感、世界遺産の壮大さまで、著者を通して追体験
している気がした。これがすべて想像で書かれているとは…。著者は
世界遺産検定の１級を持っているらしく、その知識に、俳優として培
った想像力が合わさってなせる業なのだろう。現地でスケッチしたか
のような美しい挿絵も、著者自身が描いているというから驚きだ。 

 

 ナミブ砂漠、チトワン国立公園、グレートバリア・
リーフ…。世界遺産の不思議と謎を学ぼう! 自然遺
産&複合遺産全 257 件を 6 つのエリアに分け、旅の
雑学とともに解説する。データ:2021 年 12 月現在。 
（ＴＲＣ週刊全点案内より） 

 

今月の書評 

 
2023 年はうさぎ年︕ 

『うさぎ様には敵わない』 
中山ますみ監修 大泉書店 

（645.8 ウ） 
「かわいい顔してじつはワイル
ド」。かわいいだけじゃない、うさ
ぎの魅力たっぷりの一冊。愛くる
しい写真とともに野性味あふれる
性質を知ることができる。あなた
もきっと、うさぎの魅力にハマる
はず︕ 

『ピーターラビットの世界へ 
ビアトリクス・ポターのすべて』 

河野芳英著 河出書房新社 （726.6 ポ） 
ビアトリクス・ポター生誕１５０周年
を記念して刊行された、ピーターラビ
ットの誕生秘話、知られざる謎に迫る
一冊。ビアトリクスの人生や業績をわ
かりやすく解説する。初公開のイラス
トも多数収録。 
（ＴＲＣ週刊全点案内より） 

 歴史に関する本 
→一般図書コーナー 

（一般２～３の棚） 

その地域の歴史を知ったら 
さらに魅力を味わえるかも︕︖ 

『地球の歩き方』多数所蔵あり︕ 
旅行ガイドとしてだけでなく、歴史や文化を学ぶ一冊としてもオススメです 

 

『永遠のデザインとことば』 
ディック・ブルーナ著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ（726.6 ブ） 

絵本は、自分の中にいつまでも残っている、小さな男の子
のためにつくっているのです－。ミッフィーの作者、ディ
ック・ブルーナのイラストとともに、彼が仕事や人生につ
いて語った言葉を紹介する。（ＴＲＣ週刊全点案内より） 



 
 

利用案内 

２０２３年１月                      ２０２３年３月 

日 月 火 水 木 金 土   日 月 火 水 木 金 土 

1 2 3 4 5 6 7     1 2 3 4 

8 9 10 11 12 13 14  5 6 7 8 9 10 11 

15 16 17 18 19 20 21  12 13 14 15 16 17 18 

22 23 24 25 26 27 28  19 20 21 22 23 24 25 

29 30 31      26 27 28 29 30 31  
1/1～3 年始休 1/10 成人の日の振替休 1/24～3/9 特別整理期間 3/21 春分の日 
 
2023 年 1 月 24 日～3 月 9 日まで、蔵書点検および図書館システムの入替のため、休館となりま

す。１月１１日～２２日の貸出冊数が２０冊となりますので、どうぞご利用下さい。 

まなびの部屋は、利用可能です。詳細についてはホームページ、サイネージ等でご確認ください。 

 
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  本館 

土曜日・日曜日  午前９時３０分～午後６時  ・開館前 午前８時～午前９時３０分 

         （まなびの部屋は午後１０時まで） ・閉館後 午後８時（土・日は午後６時） 

                  ～午後１０時 

休館日      ・休館日 午前８時～午後１０時 

・毎週月曜日（定期休館日）    市役所 

・祝日（文化の日を除く）    ・平日 午前８時３０分～午後６時３０分 

・毎月第４木曜日（館内整理日）   ・土日 午前８時３０分～午後５時 

・慰霊の日（６月２３日）     

・年末年始（１２月２９日～１月３日）   ※大型絵本、大型紙芝居、紙芝居、ＣＤ・ＤＶＤは 

・特別整理期間     返却ポストに返却しないでください。 

 

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。 
 １月１４日  

『おともだちになってくれる？』（絵本） 

『ほしをさがしに』（絵本） 

 １月２１日 よみきかせボランティアゆいゆいさん担当 

   『おぞうにくらべ』（絵本） 

『十二支のしんねんかい』（紙芝居） 

  

 

２
月
は
休
館 
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