沖縄県立図書館通信 第113号 2016.11

特別整理に伴う休館について
当館が所蔵する蔵書の点検やレイアウトの変更に伴う移動作業など、開館中にできない館内整備作業を行う
ため下記の期間を休館とさせていただきます。 ご迷惑をおかけすることになりますが、当館のサービスを円
滑に提供するために必要な期間ですので、理解くださいますようお願いします。

【期間】 平成28年11月30日（水）～12月9日（金） ※11月29日（火）は定期休館日です。
【期間中停止するサービス】
○資料の閲覧 ○資料の貸出（相互貸借等を含む） ○文献複写
○所蔵確認・資料調査（レファレンス）などの電話受付 ○撮影・印刷物掲載許可関係手続き等
【期間中利用可能なサービス】
○図書の返却→図書館の玄関左脇に設置のブックポストに返却してください。
○ホームページの利用→蔵書検索・予約（貸出中の本に限る）が可能です。
○一括貸出→館外協力室で対応 ○レファレンスの受付 →郵送・FAX・Eメールでのみ受付ております。
回答は休館明けとなりますのでご留意ください。

１１/９（水）～１１/２８（月）
エントランス展示
「映画特集」

県立図書館のエントランスで、映画に関する図
書・雑誌の展示・貸出を行います。ぜひご覧くださ
い。

１１/９（水）～１１/２８（月）
図書展示
「子どもの習い事
スポーツ特集」

県立図書館は子育てを支援しています。今回は「ピア
ノ」「英会話」「バレエ」「スポーツ」など子どもの習い事
やスポーツに関する本の展示・貸出を行います。

就職活動サポートセミナー
出張就活サプリ
日時 ： 平成２８年１１月１２日 （土）
１０時～１２時３０分
場所： 沖縄県立図書館 ３階 研修室
定員：２０名程度 （人数に達し次第締切）
対象：就職・再就職を目指す方
申込：グッジョブセンターおきなわ窓口で直接申込
または電話連絡 TEL：098-865-5006

起業・経営なんでも相談会
日時：平成２８年１１月２６日（土）
１０時～
定員：５人（先着順）
相談員：県中小企業診断士
場所：県立図書館３階視聴覚室
申込方法：県立図書館カウンターまたは
ホームページのお問い合わせフォーム

定期イベント：奇数月第４土曜日開催中

定期イベント：毎月第２土曜日開催中
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出張図書館ｉｎ県民ホール
県立図書館は、平成28年9月20日県民ホール（県庁１
階）において、「出張図書館ｉｎ県民ホール」を開催し、本
の貸出、調査相談（レファレンス）受付、データベース体
験、パネル展示等を行いました。
≪結果報告≫
・貸出人数49人 ・貸出冊数120冊
・調査相談（レファレンス）件数３件
・データベース体験８件 ・ブックリスト配布枚数126枚
・返却用臨時ブックポスト利用冊数107冊
また、当日行ったアンケートでは、定期開催や返却窓口
増加希望等のご意見をいただきました。

世界のウチナーンチュ大会連携イベント
「移民一世ルーツ調査・相談
（レファレンス）サービス」
県立図書館は、平成28年10月27日～10月30日の
間に行われた第6回世界のウチナーンチュ大会会場
において、「移民一世ルーツ調査・相談（レファレン
ス）サービス」 を開催しました。
ハワイ・アメリカ本土、ブラジル・ペルー・アルゼンチ
ンなどから訪れたウチナーンチュが当館のブースを
利用しました。

↑移民名簿や字誌などから移民一世の
情報を探し出しました。

読書の秋
図書館では毎月「絵本読み聞かせ」を実施しています。読書の秋を機会に、のぞいていきませんか？

世界の絵本読み聞かせ会 １１月9日（水） １０時３０分～１１時頃
沖縄県の国際交流員のみなさんが、自分の国のことばで絵本の読み聞かせをします。日本語との交互朗
読なので、ことばがわからなくても楽しめます。今月のことばは「英語」です。（予定）
毎月第二水曜に開催されています。
お話し会＆本の相談会 １１月１７日（木） １０時３０分～１１時３０分
毎月第三木曜の定例の読み聞かせ会です。季節にあった絵本などの読み聞かせをしています。
読み聞かせのあとに、読書に関する相談も受け付けています。

秋の絵本
もりのかくれんぼう
末吉暁子/作 林明子/絵
けいこがお兄ちゃんをおいかけていくと、秋の森に迷いこみます。そこで出会ったのは
ふしぎな男の子…。繊細な絵の中に動物たちがかくれていて、探し絵としても楽しめます。
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人間さまお断り 人工知能時代 ジェリー・カプラ
の経済と労働の手引き
ン著

ぼくらは「物理」のおかげで生き
ている

横川淳 著

日本占領期の学校図書館

今井福司 著

ゾンビでわかる神経科学

ティモシー・ヴァース
タイネン 著

「読まなくてもいい本」の読書案
内

橘玲 著

産廃Gメンが見た食品廃棄の裏
側

石渡正佳 著

パイナップルぷるぷる本

谷山武士 文

神対応のおもてなし

茂木久美子 著

浮世絵の女たち

鈴木由紀子 著

読まずに死ねない哲学名著50冊 平原卓 著
スタンフォード大学マインドフルネ スティーヴン・
ス教室
マーフィ重松 著
昔とはここまで違う!歴史教科書
濱田浩一郎 著
の新常識
長宗我部元親・盛親

平井上総 著

映画評大全

共同通信文化
部編

乾隆帝伝

後藤末雄 著

中国人は言葉で遊ぶ

相原茂 著

権利論 レフト・リバタリアニズム ヒレル・スタイ
宣言
ナー 著

ハゲ川柳

ツル多はげます
会著

現代の地政学

佐藤優 著

猿の見る夢

桐野夏生 著

男の離婚読本

飯野たから 著

希望荘

宮部みゆき 著

税務署が咎めない「究極の節税」 辻正夫 著

東京會舘とわたし 上下

辻村深月 著

結婚クライシス 中流転落不安

山田昌弘 著

鋼のメンタル

百田尚樹 著

微分、積分、いい気分。

オスカー・E.フェ
ルナンデス 著

ワインの染みがついたノートから チャールズ・ブコ
の断片
ウスキー 著

アニマリウム ようこそ、動物の
博物館へ

早川大介 マン
ガ
香川元太郎 作・
絵
ジェニー・ブルー
ム著

知ってる?ハンドボール

水野裕矢 著

江戸時代のサバイバル

坂の上の図書館

池田ゆみる 作

いかにんじゃ

みきすぐる さく

ドリー、泳ぎつづけてごらん

エイミー・ノベス
キー 文

ミッフィーとほくさいさん

菊地敦己 構成

図書館ノート 沖縄から「図書館
山口真也 著
の自由」を考える

サバニ 旅をする舟

村山嘉昭 写真・
文

マンガ沖縄・琉球の歴史

上里隆史 著

沖縄は未来をどう生きるか

大田昌秀 著

源河誌

源河誌編纂委
員会 編

尖閣諸島をめぐる「誤解」を解く

笘米地真理 著

ひめゆりにさゝえられて

本村つる 著

沖縄内なる民主主義 9

又吉康隆 著・編

伝説の迷路
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11月1日は「泡盛の日」です。
今回は泡盛についての質問及び回答を、これまでにあったレファレンスの
中からご紹介します。
【質問】
首里で泡盛を造っていた西平家が、明治時代に奄美へ移ってつくった酒
造場について知りたい。
【回答】
①『現代焼酎考』（稲垣 真美 著、岩波書店、1985.11）
p98-99 「奄美大島の焼酎は、もともと沖縄から移住した人たちのつ
くった泡盛であった。いま奄美の名瀬には西平本家と西平酒造の二軒の西
平家があるが、どちらも沖縄の首里にあった西平家出身の親戚同士である。
そして首里の元の家は戦禍で廃業し、いまは奄美の両家だけが泡盛から出
発して黒糖焼酎造りの名門になっている。首里の西平家が泡盛の酒造免許
を得たのは明治十八（一八八五）年であった。その後大正末年（一九二〇
年代）…西平本家の先代が、奄美に近い喜界島に渡って酒造場をつくった。
さらにその実弟が喜界島で分家して、いまの西平酒造の基礎を築く。こう
して西平家両家が喜界島でつくった泡盛の売りさばき先が奄美大島であっ
た。」の記述がある。
p100 「…西平本家がまず昭和二（一九二七）年奄美大島の名瀬の現在地
（古田町）に酒造場をつくって、奄美に根をおろしてしまった。…敗戦の
翌年、西平酒造も名瀬に酒造場を移して、西平本家ともども焼酎づくりを
つづける。そして、戦後の時点で、従来の泡盛は黒糖を原料とする黒糖焼
酎に変った。西平本家の西平文信蔵元は回想する。」の記述がある。
その他下記の資料があります。
②『焼酎楽園 Vol.7』（金羊社、2002.6） p7
③『薩摩焼酎』（フード・ビジネス、2001.5）p59
④『本格焼酎・泡盛ハンドブック』
（立山 雅夫 著、日経BP企画、2005.9） p186
⑤『沖縄県酒造組合連合会史』（沖縄県酒造組合連合会 編・刊、
1980.6） p189
⑥『沖縄タイムス 2013.12.17』（沖縄タイムス、2013.12） 30面
このレファレンスは、
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11/3は文化の日で開館します 9時～17時
11/23は祝日で休館します
11/29～12/9は蔵書点検等で休館します
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12/23は祝日で休館します
12/27～1/4は年末年始等で休館します

は休館日です。

１１月２９日（火）
～１２月９日（金）ま
で蔵書点検等のため
休館します

に掲載されています

【利用案内】
開館時間：平日 午前9時～午後7時
土日 午前9時～午後5時
休館日：毎週火曜日 祝日 慰霊の日 特別整理期間
年末年始(12月28日～1月4日)

平成28年11月発行
〒902-0064
沖縄県那覇市寄宮1-2-16
TEL：098-834-1218

☆駐車台数に限りがあるため、なるべく公共交通機関をご利用ください

【来館する皆様へのお願い】
・館内では飲食物の持込禁止です。（１階一般閲覧室・子ども室に限り
ふたのできる密閉容器に入った飲み物の持ち込みは可能）
・携帯電話やスマートフォンはマナーモードにし、通話はお控え
ください。
・館内での撮影はお控えください。
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http://www.library.pref.okinawa.jp/
↑県立図書館HPアドレス↑
蔵書や、レファレンス（資料に
関する相談）の検索ができます。
マイページからは、本の予
約・貸出期間の延長手続きがで
きます。

