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今月の特集 

場  所 特 集 の テ ー マ 期 間（予定） 

一般フロア 2022年上半期 芥川賞・直木賞 ６/2５～7/27 

児童室 
読書感想文・画の課題・指定図書の紹介 

夏の本 虫の本 
６/2５～7/27 

郷土フロア 

ウルトラマンの日 7/10 

－ウルトラマンをつくった沖縄出身の 

２人の脚本家と同時代の人びとー 

６/2５～7/27 

くらしフロア レトロ特集 ６/2５～7/27 

 

 

６月の図書館統計 貸出冊数：２７，９４７冊  来館者数：１２，４２７人 （６月２４日現在） 

※ 団体で参加される場合は７月２１日までに電話でお申し込み下さい。 

ちえぞう君 

夏休みおはなし会  

日時：7／２２（金）午後３時 

場所：桃山公園内「やまっち」 

絵本の読み聞かせ・工作など  

 

★ 今年のテーマ ★ 

『むかしばなしって おもしろい！』 
 

日 時：202２年８月５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 

出演：読み聞かせボランティアゆいゆい、市立図書館職員 

内容：絵本の読み聞かせやペープサート（紙人形劇） 
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【一般図書】 
書名 著者名 出版社 請求記号 

アーキビストとしてはたらく 下重直樹 湯上良/編 山川出版社 018.09ア 

手紙が語る歴史秘話 「江戸楽」編集部/編 
メイツユニバーサルコ

ンテンツ 
210.04エ 

花嫁のアメリカ 完全版 江成常夫/編著 論創社 367.4エ 

文系のためのめっちゃやさしい脳 河西春郎/監修 ニュートンプレス 491.37ブ 

はやぶさと日本人 永山悦子/著 毎日新聞出版 538.9ナ 

なぜ、日本語はなくなってはいけないのか 齋藤孝/著 草思社 810.4サ 

夏の体温 瀬尾まいこ/著 双葉社 Ｆセオ 

ぼけますから、よろしくお願いします。 

―おかえりお母さんー 
信友直子/著 新潮社 916ノ 

【郷土資料】 
書名 著者名 出版社 請求記号 

沖縄のことを聞かせてください 宮沢和史/著 双葉社 Ｋ281.99ミ 

土地規制法で沖縄はどうなる？ 馬奈木厳太郎/編著 影書房 Ｋ393.21マ 

琉球建国記 矢野隆/著 集英社 ＫＦヤノ 

【こどもの本・えほん】 
本のなまえ かいた人 出版社 ぶんるい 
きめつけないで！ 

「女らしさ」「男らしさ」１～３ 治部れんげ/著 汐文社 367.1ジ 

ぼくらの感染症サバイバル 香西豊子/監修 いろは出版 493.8ボ 

この指とどけ 
-おはなしSDGｓすべての人に健康と福祉を- 

村上しいこ/作 講談社 498ム 

まじょばーのたまごやき 堀直子/作  文研出版 913ホリ 

空から見える、あの子の心 シェリー・ピアソル/作 童心社 933ピア 

ライオンのこころ ジム・フィールド/え トゥーヴァージンズ Ｅ２フ 

【ＹＡヤングアダルト（中高生向け）】 
書名 著者名 出版社 請求記号 

学校、行かなきゃいけないの？ 雨宮処凛/著 河出書房新社 371.4ア 

大学進学のための“返さなくてよい” 

奨学金ガイド 
給付型奨学金研究会/編 産学社 373.4キ 

【ＣＤ・ＤＶＤ】 
タイトル 著者名 出版社 請求記号 

こどもエイサー/七月エイサー 太鼓センター/製作 太鼓センター VVD.38コ 

空撮 離島ブルー 沖縄  シンフォレスト KVVD.74ク 

おばけソング大特集 ヒネるズ［ほか］/演奏 KING RECORDS ACD.99オ 

 

新着図書紹介 
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課題図書・指定図書のご利用について 

令和４年度の課題図書（読書感想文）・指定図書（読書感想画）の貸出が始まっています。 

本のリストは各カウンターに用意していますのでお気軽にお声かけください。 

なお、例年７月頃からは課題図書・指定図書の利用が大変多くなっていますので、ご利用の際は、 

返却期限をお守りください。また、ご予約いただいても順番によっては8月末までに間に合わない 

こともありますのでご了承ください。 

各コンクールの公式サイトには課題図書や指定図書の紹介のほか、感想文・感想画に 

取り組むのに役立つヒントなども掲載されています。こちらもぜひご覧ください。 

・第６８回青少年読書感想文全国コンクール 

https://dokusyokansoubun.jp/books.html 

・第６６回西日本読書感想画コンクール 

https://specials.nishinippon.co.jp/cp/kansoga/ 

 

新しい寄贈新聞のおしらせ 

♦NPO法人全国不登校新聞社発行『不登校新聞』 

日本で唯一の不登校に関する新聞です。不登校の子どもや保護者の声、識者へのインタビュー、教育行

政のニュースやイベント紹介など、今困っている当事者・家族のための情報が掲載されています。 

新聞コーナーにありますので、ぜひご利用ください。 

 

 

今月の１冊 

『黄金旅程 -EgonUrrea- 』馳星周／著（集英社） Fハセ 

 

多くの競馬ファンに＜シルバーコレクター＞と呼ばれる競走馬、エゴンウレア。超一流の資質を秘め、

大レースでも２着、３着につけるのに、それより格の落ちるレースでもどうしても勝てない。気性が荒

く、人間を舐めているため本気で走っていないのである。大牧場グループ一強状態のなか、中小生産牧

場で生産されたエゴンウレアに、周囲の人々は人生と想いを託している……。 
 

『少年と犬』で直木賞を受賞した馳星周の受賞後第一作は、故郷である北海道日高を舞台に描かれた競

馬小説です。主人公は華々しいジョッキーではなく、小さな養老牧場（＝引退した競走馬を預かる牧場）

を営む装蹄師。ほかにも獣医師や調教師、厩務員（きゅうむいん）、生産牧場の人々など、あまり知ら

れてはいないけれど、なくてはならない存在の人々にスポットを当てた作品となっています。物語の序

盤から、いい仕上がりだったはずなのにレース直前で急に興奮してしまう競走馬の謎や、見え隠れする

裏社会の人間などノワール小説を多数手がけてきた著者らしいサスペンス要素も含まれています。 
 

なお、作中の人物や競走馬にはモデルとなった実在の人物・競走馬がいるものが 

多数登場します。エゴンウレアは同じくシルバーコレクターと呼ばれ、「愛 

さずにはいられない」と言われた２０世紀の名馬がモデルであると作者が 

明言しているほか、その産駒（子供）たちをモデルにしたと思われる 

競走馬たち、一強独占状態の大牧場グループ、名物個人馬主など

興味のある方はそれらを探しながら読むのも楽しい作品です。 

（M.S.） 



 

 

 

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。 
 

 

２０２２年７月                ２０２２年８月 

 ７/１９（火）：海の日振替休 ７/２８（木）：館内整理日 

８/１１（木）：山の日  ８/２５（木）：館内整理日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 
７月９日 『おはよう！げんき？』（絵本）、『なつのおとずれ』（絵本） 

７月１６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！ 

７月２３日 『だめだめすいか』（絵本）、『こぐまちゃんのみずあそび』（絵本） 

 

 

 

 
 

 

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       

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（蔵書点検） 
※大型絵本居、紙芝居、ＣＤ・ＤＶＤ、他館からの借用資料はブックポストに返却しないで下さい 

★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 

 

※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。 

としょかんへいこうよ 
保育園・幼稚園等の幼児向けにおはなし会を行っ

ています。内容は３０分程度です。お気軽にお問い

合わせください。 

内 容：第２・３水曜日 午前１０時～ 

    ３０分程度のおはなし会 

場 所：沖縄市立図書館 「おはなしの部屋」 

または「多目的ルーム」 

※事前（３週間前まで）に図書館へお申し込み下

さい。申込順になりますのでご了承ください。 


