沖縄県立図書館通信 第116号 2017.2

平成２８年度沖縄県立図書館
期間及び場所：平成２９年
今年度、国の重要文
化財に指定された『琉
球国之図』（複製）及
び『間切図』（複製）を
始め、新たに収集・整
理した資料を一堂に
展示します。

新収蔵資料展

２月２２日(水)～３月６日(月)

間切図

琉球国之図

２/１（水）～２/１３（月）
エントランス展示
「がんピアサポート展示」

沖縄県地域統括相談支援センターと連携し「が
んピアサポート展」を行います。 がんに関する本
の展示・貸出、パンフレットも多種ご用意しており
ます。

２/１（水）～２/１３（月）
図書展示「がんばれ！受験生
～縁起物、集めました～」

２/１（水）～２/１３（月）
ビジネス図書展示「プレゼン
テーション スキルUP!」

受験もいよいよ最終局面。がんばる受験生を応援
するため、桜やダルマといった受験に関する縁起
物にまつわる本を集めてみました。 お守りがわりに
1冊いかがでしょうか。

初心者のための基本的な資料の作成方法
から、もっと上を目指す人のためのちょっと
したコツまで、プレゼンテーションに役立つ
資料の展示・貸出を行います。

県内各地の「桜まつり」を紹介するとともに、
「桜」に関する図書や装丁が「桜色」の図書の展
示・貸出を行います。エントランスが「桜」で満開
になっています。

２/１５（水）～２/２０（月）
エントランス展示
「“桜まつり”in県立図書館」

２/１５（水）～２/２７（月）
ビジネス図書展示
「マザーワーク 女性と仕事」

１階エントランスホール

ウーマノミクスが政府の成長戦略の一環として叫
ばれ数年が経ちました。日本は女性が活躍する社
会、できる社会になったでしょうか。今回は女性の
働き方に関する図書の展示・貸出を行います。

イベント２ページ目に続く
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「がんについて考えよう」
２月４日（土）は「世界がんデー」です。沖縄県立図書館では２月４日（土）に琉球大学医学部附属病院
がんセンターと連携して、下記のとおりがん関連イベント「がんについて考えよう」を開催します。

相談会（個別相談）
がんに関する不安や心配事

講演会
「病院の上手なかかり方
がん情報の集め方」

日時：2/4

日時：2/4

12：00～16：00

場所：３階講視聴覚室
相談員：大久保礼子氏
（琉球大学医学部附属病院
がん相談支援センター
認定がん専門相談員
・社会福祉士）
定員：４人（１人５０分程度）

13：30～14：30

場所：３階講研修室
講師：増田昌人氏
（琉球大学医学部附属病院
がんセンター長）

第11回

就職活動サポートセミナー 出張就活サプリ
対象：就職・再就職を目指す方
日時 ： 2/25 10：00～
申込：グッジョブセンターおきなわ窓口で直接申込
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）

または電話連絡
TEL：098-865-5006

定期イベント：毎月第２土曜日開催中

２月２２日は…
２月２２日は「猫の日」。１９８７年、「猫の日実行委員会」が公募をおこない、猫のなき声のごろ合わせ
（にゃん、にゃん、にゃん）にちなんで決まりました。（「記念日・祝日の事典」加藤迪男/編 東京堂出版
386.9/KI43参照）ということで、今月は猫にちなんだ絵本をご紹介。
むかしむかしとらとねこは…大島 英太郎 文・絵 福音館書店 JE/ム
昔、虎はのろまで獲物を捕るのが下手でした。そこで虎は、猫から上手に獲物を捕る方法を教えてもらいま
す。猫に技を教えてもらった虎は、最後に知りたいことがありました…。中国の民話にもとづいた絵本。
ぼくは ねこのバーニーが だいすきだった ジュディス・ボースト さく エリック・ブレグバッド え 偕成社
JE/ボ
かわいがっていた猫を亡くし、悲しくてなにも手につかない「ぼく」にお父さんとお母さんはいいました…。
ペットを飼ったことのあるひとなら涙なしでは読めませんが、そうでないひとにとっても、愛する者をなくした
悲しみと、それに向かいあう方法を考えさせられる絵本です。

☆★今月の子ども室のイベント★☆
世界の絵本読み聞かせ会 2月8日（水） １０時３０分～１１時頃
今回の言語は「韓国語」です（予定）
お話し会＆本の相談会 2月16日（木） １０時３０分～１１時３０分
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量子コンピュータが人工知能を
西森秀稔 著
加速する
図書館長の本棚 ページの向こ
若園義彦 著
うに広がる世界
コピペと捏造

時実象一 著

はらわたが煮えくりかえる 情動
の身体知覚説
好きなことだけで生きる フラン
ス人の後悔しない年齢の重ね方
井伊家の教え 彦根藩・末裔の
娘が語る赤備えの精神
日本帝国の表象 生成・記憶・
継承

ジェシー・プリン
ツ著

数学ガールの秘密ノート [8] や
さしい統計
誰かに教えたくなる宇宙のひみ
つ
クラフツマン 作ることは考える
ことである
紙の世界史 歴史に突き動かさ
れた技術

ドラ・トーザン 著

バナナの歴史

井伊裕子 著

ニワトリ 人類を変えた大いなる アンドリュー・ロ
鳥
ウラー 著

朴美貞 編

おしゃれに描ける水墨画

小林東雲 著

ラブ・ゲーム テニスの歴史

エリザベス・ウィ
ルソン 著

これが広島弁じゃ!

灰谷謙二 監修

雨利終活写真館

芦沢央 著

夜行

森見登美彦 著

i

西加奈子 著

よるのばけもの

住野よる 著

子どもを本好きにする10の秘訣 高濱正伸 著

エラリー・クイーン推理の芸術

フランシス・M.ネ
ヴィンズ 著

学研まんがNEW世界の歴史 1～
12
火災のサバイバル 生き残り作
戦
脳のひみつ しくみ、はたらきが
よくわかる!

スウィートファク
トリー 文

図書室の日曜日 遠足はことわ
村上しいこ 作
ざの国
高野由里子 編
コヨーテ太陽をぬすむ
訳

川島隆太 監修

ししゃもねこ じょ：序

ぶつからないクルマのひみつ

山口育孝 漫画

おしりたんてい ププッおしりたん
トロル さく・え
ていがふたりいる!?

チェンバレンの琉球・沖縄発見

山口栄鉄 著

沖縄の保守勢力と「島ぐるみ」の
櫻澤誠 著
系譜

ワシントン・ポス
ト取材班 著
ロベルト・ゲル
ヒトラーの絞首人ハイドリヒ
ヴァルト 著
地図で見るアラブ世界ハンドブッ マテュー・ギ
ク
デール 著
一番やさしい地方公務員制度の
圓生和之 著
本
ピーター・ナヴァ
米中もし戦わば 戦争の地政学
ロ著
トランプ

テクノロジーは貧困を救わない

外山健太郎 著

近藤二郎 監修

ヨーゼフ・クライ
ナー 撮影
～沖縄県金武町の偉人～ 當山 金武町立図書
久三
館 文・編集
屋良朝苗顕彰事業推進期成会 屋良朝苗顕彰事業記
念誌編集委員会 編
記念誌
加計呂麻島

結城浩 著
竹内薫 著
リチャード・セ
ネット 著
マーク・カーラン
スキー 著
ローナ・ピアッティ
=ファーネル 著

原田剛 作

沖縄伝説の歩きかた

徳元大也 著

おきなわ湧き水紀行

ぐしともこ 著

父ちゃんは写真家 初版 平敷兼
平敷兼七 著
七遺作集
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Q. 那覇バスターミナルの歴史等について知りたい。
A. 那覇バスターミナルは、那覇市旭橋地区に位置している。明治後期に埋め立てられ、戦前は沖縄
県営鉄道の起点 那覇駅が置かれていた。戦後、那覇市内に分散していた各バス会社の営業所と停
留所が集約され、1959年に那覇バスターミナルが完成した。その後、1978年（昭和53）の7・30交通方
法変更を契機に全面改装された。現在は、旭橋地区都市再開発により、平成30年に供用開始予定の
複合施設内に移転する計画である。なお、県立図書館も当該複合施設内に移転する。
参考資料：
【建物建設以前】
①『図説・沖縄の鉄道』 （加田 芳英著、ボーダーインク、2003.7）
p56-57 「県鉄各駅停車（昭和60年の線路あと）」中の、「那覇停車場」の項に、「県鉄の起点、玄関駅。
漫湖に面した旭町にあり現在はバスターミナルになっている。この辺りは明治の終わり頃の埋立地で、
久茂地川一つ渡れば当時の商業中心地東町という便利な位置に立地している。」等の記述がある。
（p11,12,14,26,27,32 那覇駅だった当事の写真の掲載がある。）
②『ケービンの跡を歩く』 （金城 功著、ひるぎ社、1997.10）
③『沖縄自動車ものがたり』 （「沖縄自動車ものがたり」刊行委員会企画編集、沖縄トヨタ自動車、
2002.3）
【建設計画・建設後】
④『沖縄バス60年のあゆみ』 （[沖縄バス]60年史編纂委員会編、沖縄バス、2011.3）
p21 「…1954（昭和29）年4月に運輸審議会の建議によって企業経営の合理化を目的としたバスター
ミナル建設へ動き出した。（中略）1954（昭和29年）12月5日、仮那覇バスターミナルが建設され、各社
の営業所が集約された。場所は現在の那覇市役所庁舎（泉崎）。その後、1957（昭和32）年7月11日に、
那覇バスターミナル株式会社が設立され、1959（昭和34）年9月1日には戦前の那覇駅、現在の那覇
市泉崎に那覇バスターミナルが完成し、現在に至っている。」とあり、年譜の掲載もある。
⑤『沖縄 交通機関の歩み』 （大城 辰雄編、沖縄教育図書刊行会、1979.7）
⑥『那覇交通株式会社創立30周年記念誌』 （那覇交通株式会社、那覇交通株式会社、1981.4）
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2/11は祝日で休館します
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3/20は祝日で休館します

は休館日です。

【改装】
⑦『沖縄大百科事典 下 ナ～ン』 （沖縄大百科事典刊行事務局編、沖縄タイムス社、1983.5）
p217 「バスターミナル」の項に、「…最大のものは、那覇バスターミナルで、1978年（昭和53）の7・30交通方法変更を契機に全面改装され」と
ある。
⑧『バス業界7.30の記録』 （7.30交通方法変更記念誌刊行委員会[編]、7.30交通方法変更記念誌刊行委員会、1980.2）
【現在】
⑨『バスマガジン Vol.49』（1007252735）
p13 特集「沖縄のバス・エンジョイガイド」の中に、「那覇バスターミナルを観察してみよう！」として那覇バスターミナルの掲載がある。「・・・戦
前の沖縄県営鉄道の那覇駅跡に1959年に開設された。（中略）明治期の埋め立て以前は、この地が海であったことを今に伝えている。」とあ
り、現在は再開発計画があり、那覇バスターミナルもその計画対象になっているとし、現況にもふれている。」
⑩「新県立図書館基本計画」 （沖縄県教育委員会）http://www.pref.okinawa.jp/edu/shogaigakushu/20140319.html

【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29年2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。

