沖縄県立図書館通信 第114号 2016.12

１２/１０（土）～１２/２６（月）
エントランス展示
「環境行動」パネル展

沖縄電力と連携し地球温暖化防止に関
するポスターの展示、関連する本の展
示・貸出を行います。

１２/１０（土）～１２/２６（月）
図書展示
「あなたの気持ちを贈りましょう」

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１２月１０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

ＱＲコード

定期イベント：毎月第２土曜日開催中

クリスマスカードや年賀状・・・特別な季節だから
こそ大切な人に贈りたい。手紙、はがき作成の
アイデアや例文集に関連する本の展示・貸出を
行います。

女性起業家に学ぶ
アイディアを起業に変えるチカラとは
日時 ： 平成２８年１２月２０日 （火）
１３時３０分～１７時００分
場所： 沖縄県立図書館 ３階 研修室
定員：３０名
内容：市場情報評価ナビ MieNa紹介
講演
～金城祐子の働くココロエ～
講師：金城祐子氏
株式会社グレイス・ラム
代表取締役
2004年「ウーマン・
オブ・ザ・イヤー」受賞
申込：メール venture@okinawa-ric.or.jp
受付期間：平成２８年１２月１６日 （金）まで
問合せ：（公財）沖縄県産業振興公社
電話：098-851-8866
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図書館セミナー「ビブリオバトル（書評合戦）」
11月5日（土）、県立図書館において、講師に山口真也（沖縄国際大
学教授）を招聘し、ビブリオバトルが開催されました。
第1部ではビブリオバトルの歴史・ルール・効果・課題説明のあと、実
際にミニビブリオバトルを5人1組の４グループに分かれて行いました。
（各グループの代表を決める）
第2部では、各グループの代表でチャンプ決定戦を行い、投票は、来
場していただいた一般参加者に行っていただきました。結果、沖縄国
際大学図書館司書の太田千夏さんの紹介した【「怒り」の上手な伝え
方】がチャンプ本として栄冠に輝きました。

ミニビブリオバトルの様子

決勝に勝ち残った４人
左から太田・根間・平田・城野 （敬称略）

参考資料（決勝に勝ち進んだ本）
①ベーリンジアの記憶：平田亜子（読書指導員）
②また、同じ夢をみていた：根間てらす（玉城中学校）
③本屋さんのダイアナ：城野里江（読書指導員）
④チャンプ本 「怒り」の上手な伝え方：太田千夏（司書：沖国大）

優良読書グループ
表彰伝達式
長年平和朗読活動
を続けてきた「平和
朗読・首里」が選ば
れました。

読書週間70周年記念
ポスターアーカイブ展示
第１回～70回のポ
スターを展示しまし
た。ポスターから時
代背景も伺い知る
ことができました。

読むクリスマス！
12月25日はクリスマス。図書館には、クリスマスをテーマにした作品がたくさんあります。

さむがりやのサンタ レイモンド・ブリッグズ
気むずかしくてさむがりやのサンタ。さむさやいそがしさに文句をいいながらも、プレゼントの配達に
出発します。皮肉屋のサンタの小言がおかしい作品。ブリッグズは「スノーマン（ゆきだるま）」でも有
名ですが、「スノーマン」は「さむがりやのサンタ」とは反対にことばのない作品です。
クリスマスってなあに ディック・ブルーナ
イエス・キリストの誕生を聖書にそって描いた、クリスマスのものがたり。クリスマスの意味を知るに
もぴったりの絵本。

世界の絵本読み聞かせ会 １２月１４日（水） １０時３０分～１１時頃
今月のことばは「スペイン語」です。（予定）
お話し会＆本の相談会 １２月１５日（木） １０時３０分～１１時３０分
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図書館のアクセシビリティ

野口武悟 編著

ヒトラーと物理学者たち
科学が国家に仕えるとき

世界の美しい本屋さん

清水玲奈 著

気候変動クライシス

加藤晴久 著

職人起業塾

高橋剛志 著

岡本裕一朗 著

トコトンやさしいポンプの本

外山幸雄 著

近代アジア市場と朝鮮
石川亮太 著
開港・華商・帝国
鳥獣戯画 修理から見えてきた世 京都国立博物
界
館編

クレムリン 赤い城塞の歴史 上
下

デイヴィッド・J.リ
ンデン 著
ユヴァル・ノア・
ハラリ 著
キャサリン・メリ
デール 著

城主になった女 井伊直虎

梓澤要 著

『ジョジョの奇妙な冒険』で英語を 荒木飛呂彦 原
もっと学ぶッ!!
作

士魂 福澤諭吉の真実

渡辺利夫 著

強父論

阿川佐和子 著

問題は英国ではない、EUなのだ

エマニュエル・
トッド 著

火災調査官

福田和代 著

最後の「天朝」 上下

沈志華 著

危険なビーナス

東野圭吾 著

ハンバーガグー!

てぃ先生 著

ヴァラエティ

奥田英朗 著

兵頭二十八の防衛白書 2016

兵頭二十八 著

日本核武装

高嶋哲夫 著

ヌメロ・ゼロ

ウンベルト・エー
コ著

ひつじのドリー

ダーチャ・マラ
イーニ 著

あかいけいと

佐々木マキ 作

あっぱれアスパラ郎

川端誠 作

天女銭湯

ペク・ヒナ 作

『ル・モンド』から世界を読む
2001-2016
いま世界の哲学者が考えている
こと
触れることの科学 なぜ感じるの
かどう感じるのか
サピエンス全史 上下

古代の格闘技

数学教室π の焼き方 日常生活 ユージニア・チェ
の数学的思考
ン著

早川大介 マン
ガ
水不足のサバイバル 生き残り スウィートファク
作戦
トリー 文
ある日、お父さんお母さんががん Ann Couldrick
になってしまったら
原作
さかなクンの一魚一会

真田十勇士 外伝

小前亮 作

「海邦小国」をめざして

後田多敦 著

奔流の彼方へ 戦後70年沖縄秘
史
沖縄両論 誰も訊かなかった米軍
基地問題
島の風は、季節の名前。旧暦と
暮らす沖縄

フィリップ・ボー
ル著
ゲルノット・ワグ
ナー 著

長田龍太 著

基地、平和、沖縄 元戦場カメラ
石川文洋 著
マンの視点
未来へつなぐ平和のウムイ 沖 創価学会沖縄
縄戦を生き抜いた14人の真実
青年部 編

島袋貞治 著
月刊フォーNET「沖
縄両論」取材班 編

琉球官話課本の研究

瀬戸口律子 著

白井明大 文

伊是名カエのokinawa soup
Recipe Book

伊是名カエ 著
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Q 正月飾物の由来についての民話を探している。
12月

A 下記資料が参考になります。
・『琉球民話集 -球陽外巻 遺老説伝口語訳-』下巻 （琉球史料研究会 1960.11）
ｐ64～65「正月の飾物の由来」
・『琉球民話集ー球陽外巻 遺老説伝口語訳 口碑伝説民話集録』 全巻 再版
（琉球史料研究会[編] 琉球史料研究会 1963.11）
ｐ264～265「正月の飾物の由来」
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・『沖縄の由来ばなし』（徳元 英隆著 安室 二三雄絵 沖縄文化社 2014.4）
ｐ16～18「正月飾り」
この民話では、三色の色紙について「黄色は黄金でお金持ち、赤は血の色で健
康、白は清浄で運が開ける」と述べている。

11/29～12/9は蔵書点検等で休館します
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

1月

・『琉球千草之巻』 再版 （慶留間 知徳著 慶留間 勇 1962.8）
ｐ2「正月飾物の由来」
・『座間味村ふるさと昔の話』（「座間味村ふるさと昔の話」編集
委員会編 座間味村教育委員会 2013.3）
ｐ292～293「正月の飾り物の由来」
・『沖縄の昔話 』（福田 晃[ほか]編 日本放送出版協会 1980.8）
ｐ67～69「棺は宝物」

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)
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内容（概要）
むかし、中頭郡に一人の孝行息子がいた。
家は貧しく昼はよその村で働き、夜は父母に自分の食べ物を持ってきてあげた。ある大晦
日に、棺を背負ってくる古老と出会った。
「棺をかついでどこに行くのか」と尋ねると、古老は「孫が死んだので、葬りたいのだが、誰一
人手伝ってくれる者がなく、自分で埋葬に行く」と答えた。
「私が、手助けしてあげましょう」と古老に代わって棺をかつぎ歩き出した。
しばらくすると、影が消えるように古老の姿が見えなくなった。孝行息子は、途方に暮れ、や
むなく棺をかついだまま家に帰った。
父母にことのいきさつを話し、棺を開けると、彩色けんらんに黄金や宝物が詰まっていた。
家のものは皆喜んでこれは「神様の贈り物だ」と、親戚や近隣の人達を呼んで盛大なお祝
いをし、大金持ちになった。
正月に、蜜柑、黄赤白の三色の色紙で仏壇、竈（かまど）を飾るのはその孝行息子の美談
によると伝えられている。

【利用案内】

日

1/9は祝日で休館します

は休館日です。

１２月２７日～
１月４日は
年末年始等で
休館します

平成28年12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。

