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夏休み音楽イベント 琉球交響楽団による木管五重奏 の演奏をお届けします

①カレー作りゲーム 対象年齢：小学校低学年程度～ 定員：親子10組

カレーを作る材料を買うと全部でいくらかかるかな？親子で楽しくお金について学ぼう。

②18歳成人気を付けて！契約トラブル～知ることから始めよう若者に多いトラブル事例～
法律が変わり18 歳から 親の同意を得なくても自分の意思で様々な契約が結べるようになりました。

契約についての注意点や消費者トラブルについての対処法を紹介します。

③子育てにかかる教育費の話
教育費はどれくらいかかるのか、お金がかかるタイミング、準備の方法、奨学金、教育ローンについての

講演をいたします。

放送大学沖縄学習センター 客員教員による公開講演会

講師：古 川 卓 （琉球大学 保健管理センター 教授） テーマ：ロール・プレイングと心の健康

今日では医療や教育，福祉，行政，産業など様々な場面で用いられているロールプレイングが

心の健康にどのように役立てられているかを皆さんと一緒に見ていきたいと思います．

講師：森山 克子（琉球大学 前准教授） テーマ：大人の食育 -ちむどんどんから考える-

次の世代に残したい沖縄の家庭料理

沖縄県の長寿を作った食品、料理や行事食など先人の知恵を共に学びませんか？

いま自分ができる沖縄の家庭料理を共に、次の世代へ伝えて行きましょう！

参加無料 要予約

8 月号

2022

演奏曲：「ディベルティメント」より第１楽章、

クラシック・コレクション（フィガロの結婚 序曲、主よ人の望みの喜びよ、愛のあいさつ、誰も寝てはならぬ）、

ほか

場所：3Fピロティ（階段下）

夏休みお金の教室 親子向けワークショップ＆講演会 参加無料 要予約

短編映画 『わたしの宝もの』 上映会
上映会時間 ： 各回30分

3階の展示企画『映像作品が描く沖縄の魅力』と連動した短編映画上映会を開催します。

本作品は沖縄の壺屋、やちむん通りや旧牧志公設市場が舞台となっています。

「なぞなぞ」を解きながら、大人の世界と子どもの世界、新旧の混ざり合う那覇の街を探検する小学生の

ミイとハナ。

宝物探しをするワクワク感と沖縄の古き良き町並みを、映画を通して一緒に体感してみませんか？

場所：3Fホール

場所：3Fホール

場所：3Fホール

参加無料 先着順



わ らびんちゃー 8月になりました。みなさん夏休みを楽しんでいますか？

8月11日は山の日です。この機会に山に足を運んだり、

山に関する本を読んでみてはいかがでしょうか？

『パパとあたしのキャンプ』 ひさかたチャイルド

キャンプに来たあこちゃんとパパ。テント張

りにたき火に、あこちゃんはお手伝いに大

活躍。でも、あこちゃんが真夜中に目を覚ま

すと、パパがいなくて…。なかよし親子の、

のんびりあたふたな休日を描いた心あたた

まる絵本。

渡り鳥のジョイと岩山のあいだに生まれた友

情は、山を緑の楽園に変えていく。文化人類

学者の命の讃歌をコラージュで力強く表現。

『ことりをすきになった山』 偕成社

エリック=カール／絵
アリス=マクレーラン／文，
ゆあさ ふみえ／訳

資料ID:2000207403

8月のおすすめ本

鈴木 永子／作・絵

資料ID:1004943013

場所 タイトル 内容 主催団体

7/6 ～8/8 サガリバナとウミショウブ ふしぎな生態を持つ植物・サガリバナとウミショウブについて紹介します。 沖縄県立図書館

7/13 ～8/15 石敢當─どこにでもいる守り神─
石敢當というモノの背景や、全国にある石敢當（とくに川崎駅の石敢當）に

ついてくわしく紹介します。
沖縄県立図書館

7/20 ～8月中旬 川平成雄氏追悼展示 社会経済学者・元琉球大学教授の川平成雄氏の著作をふり返ります。 沖縄県立図書館

7/27 ～8/29 本土復帰50周年記念展示④　730
本土復帰後、車両通行がいっせいに左側に切り替わった通称「730」について

紹介します。
沖縄県立図書館

7/27 ～8/29 沖縄を知るための10冊　空手
今月は沖縄空手世界大会が開催されています。宮城篤正氏が選ぶ、空手を知

るための10冊を紹介します（2019年展示の再掲）。
沖縄県立図書館

コロナ特集
コロナの時代に適応し、より良く生き抜くためのヒントやビジネスに役立つ

本を展示します。
沖縄県立図書館

8/3 ～8月中旬 夏の展示 夏を涼しく快適に過ごすために役立つような本を展示します。 沖縄県立図書館

沖縄県立博物館・美術館

情報コーナー
沖縄県立美術館・博物館に関する情報発信コーナー 沖縄県立博物館・美術館

沖縄らしい SDGs 展示 8月テーマ：日本とアジア・太平洋の架け橋となる物流・情報・金融の拠点 沖縄県立図書館

7/13 ～8/8 スリランカ 子ども絵画展 スリランカの子どもが描いた絵画を展示します。
NPO日本スリランカ

次世代育成サポート

7/20 ～8/15
グリーンリボン沖縄

意思表示と普及啓発

臓器移植、移植医療に関して知っていただく機会、きっかけとなるようポス

ター等を展示します。あわせて、グリーンリボンアートを募集します。

公益財団法人

沖縄県保健医療福祉事業団

7/20 ～8/15 放送大学公開講演会関連本展示
7/24,7/31,8/7,8/14に開催する放送大学公開講演会の講演会各テーマに関連

する本を展示します。
沖縄県立図書館

7/22 ～8/15 辺土名高校図書委員がおすすめする本
図書委員が本校図書館に所蔵している図書からおすすめする図書を１冊選ん

で作成したポップの展示をします。
沖縄県立辺土名高等学校

7/27 ～8/29 自由研究の本展示 夏休みの宿題「自由研究」に役立つ本の展示をします。 沖縄県立図書館

7/27 ～8/15 健康医療　筋肉の日 7/29(金)の「筋肉の日」にあわせて筋肉に効く本を展示します。 沖縄県立図書館

8/2 ～8/30 復帰50年の風景を振り返る 沖縄県本土復帰から50年を風景写真とともに振り返る展示をします。
沖縄県都市計画

・モノレール課

8/2 ～8/30 佐川　毅彦　絵画展 佐川　毅彦氏の絵画を展示します。 佐川　毅彦（個人）

8/10 ～9/5 山の日展示
８月11日の山の日と来年沖縄県で開催される山の日全国大会にちなみ、山や

自然に関する本を展示します。
沖縄県立図書館

8/17 ～8/29 沖縄の外来種問題を考えよう！
沖縄県の外来種対策の取り組みを紹介しつつ、県民の外来種問題に対する意

識を深めてもらう展示をします。
沖縄県環境科学センター

8/17 ～9/5 健康医療　食中毒
厚労省が定める「食品衛生月間」にあわせて、食中毒の注意喚起をはかる展

示をします。
沖縄県立図書館

8/17 ～9/5 映像作品が描く沖縄の魅力
沖縄が舞台となった映像作品の原作や関連書籍を展示しながら、映画を通し

て描かれる沖縄の魅力を発信します。

一般財団法人沖縄観光

コンベンションビューロー
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今月、県立図書館に入ってきた本の
一部をご紹介します。
本の場所について不明な点があれば
カウンター職員にお尋ねください。

新着図書紹介

ゆらりと愉しむあたらしい琉装

ゆらりとしたドゥジンをつくる

＆首里袴

砂川　恵子／監修

サンマデモクラシー

復帰前の沖縄でオバーが起こしたビッ

グウェーブ

山里 孫存／著

南西諸島を自衛隊ミサイル基地化

対中国、日米共同作戦計画
土岐 直彦／著

沖縄を求めて沖縄を生きる

大城立裕追悼論集
又吉 栄喜[ほか]／編

沖縄のことを聞かせてください
宮沢 和史／著，

具志堅 用高／[ほか]対談

沖縄とセクシュアリティの社会学

ポストコロニアル・フェミニズムから

問い直す沖縄戦・米軍基地・観光

玉城 福子／著

おきなわの本
自己啓発の教科書

禁欲主義からアドラー、引き寄せの

法則まで

アナ・カタリーナ・シャフ

ナー／著，大島 聡子／訳

「少女」の社会史 今田 絵里香／著

コレぜ～んぶUDなんです!! 伊藤 順子／著

わたしはASD女子

自閉スペクトラム症のみんなが輝

くために

シエナ・カステロン／著，

浦谷 計子／訳

あなたの知らない心臓の話

動物からヒトまで-新常識に出会う

知的冒険

ビル・シャット／著，

吉野山 早苗／訳

Fashion Climbing

ビル・カニンガムのファッション

哲学、そのすべて

ビル・カニンガ

ム／著，渡辺 佐智江／訳

柑橘のお菓子とデザート

風味を活かした焼き菓子、生菓子

から、ジャム、パフェ、かき氷、

デザートまで。

江藤 英樹[ほか]／著

うちの子が「朝、起きられない」

にはワケがある
親子で治す起立性調節障害

森下 克也／著

60分でわかる!メタバース超入門

THE BEGINNER'S GUIDE TO

METAVERSE

武井 勇樹／著

オークション・デザイン

ものの値段はこう決める

ポール・ミルグロム／著，

安田 洋祐／監修，

熊谷 玲美／訳

更年期ってこういうこと図鑑 石原 新菜／監修

心と体がととのうフィトセラピー

植物のチカラを暮らしに生かす，

THE POWER OF PLANTS

岡野 真弥／著

一般図書

新・心が元気になる本 3

家族にムカムカ、どうして?
伊藤 美奈子／監修

ジョン万次郎
金原 瑞人／著，

佐竹 美保／絵

かず 神永 曉／監修

楽しく読みとく鳥獣戯画

3 場面のうつりかわり
三戸 信惠／監修

マンガ教科書に出てくる美術・

建築物語 3 仏教の美術
学研プラス／編

いえでをしたくなったので

ﾘｰｾﾞﾙ･ﾓｰｸ･ｽｺｰﾍﾟﾝ／文，

ﾄﾞﾘｽ･ﾊﾞｰﾝ／絵，

松井 るり子／訳

子どもの本

25日
(木) 

英語でおはなし会

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、2歳以上のお子様
はできるだけマスク着用の上でご参加ください。
また、状況に応じて開催人数を制限させていただくことも
ございます。ご理解とご協力をお願いいたします。

場所：県立図書館3階おはなしの森
時間：10:30～（約30分） だれでも無料で参加できます。の

定例おはなし会18日
(木)

19日
(金) 

世界の絵本読み聞かせ会
(スペイン語)



ハジチを突く理由は様々で、一種の成年式、結婚の
しるし、魔除け等、地域によっても異なります。ハジ
チは人生の折目に突く女性の証として、憧れであり風
習でした。

沖縄県立図書館では、ハジチに関する書籍、写真集
など所蔵しています。それらを読むと、その当時の女
性たちの気持ちや、ハジチを施した美しい女性の姿を
見ることができます。

Q.
ハジチについて

知りたい。
No.131(郷土資料レファレンス事例)

利用案内
開館時間：９時～20時（火曜・年末年始・特別整理日休館）

休館日：毎週火曜日、年末年始、特別整理期間

※図書館専用の無料駐車場はございません。

お車でお越しの際は、周辺の有料駐車場をご利用ください。

令和４年(2022年) 8月発行 第164号
〒900-0021  沖縄県那覇市泉崎1-20-1 カフーナ旭橋Ａ街区
TEL：098-894-5858（代表）

HP ｽﾏｰﾄﾌｧｵﾝ twitter facebook

沖縄県立図書館

このコーナーでは
沖縄県立図書館に寄せられたお問い合わせ
（調査・相談、レファレンス）の
一部をご紹介します。
今月は・・・

沖縄何でもQ&A

＜参考資料＞

・『那覇市における針突習俗―明治生まれの民族

調査報告書―』 那覇市教育委員会社会教育課/編

・『南島入墨習俗の研究』 名嘉真宜勝/編

・『【新版】琉球の記憶―針突』
写真/山城博明 解説/波平勇夫

・『針突 名護市文化財調査報告―5』
名護市教育委員会編・発行

・『八重山事情 明治四十三年二月調[複製]』
沖縄県立図書館(製作)

来館される皆様へのお願い
・館内では、マスク着用のご協力をお願いしております。
・館内では飲食禁止です。飴・ガム・チョコレートなども持ち込みは

お断りしています。
倒れても、中身がこぼれない容器に入れた飲み物は持ち込みが可能です。

・携帯電話やスマートフォンはマナーモードに設定し、通話は4階・5階にある
館内電話ボックスをご利用ください。

・館内は撮影禁止です。撮影はお控えください。

A.
ハジチとは沖縄の女性が手に施した入れ墨のこと

です。地域によって、パジチ、ファジチ、テーツク、
ティツキ等、呼称が異なります。
沖縄の入れ墨に関する記録は琉球王朝時代、15世

紀頃、陳侃の『陳侃使録』（1534年）や袋中和尚
の『琉球神道記』（1605年）等に琉球婦人の入れ
墨について述べられていることから、ハジチの歴史
は古いことがわかります。
琉球処分の20年後、明治32年に入れ墨禁止令が

出ましたが、その後も隠れて施す女性が多く、昭和
5年頃までハジチを突く女性がいたようです。

沖縄本島では、初めてハジチを突く年齢は4～7歳
で、結婚前に完成するように定期的に行っていたよ
うです。
ハジチを突くときは相当な痛みを伴います。イリ

チマーミ（炒めた豆）を噛みながら、また、黒砂糖、
ムジ（麦）、ハチクミ（米菓子）などを食べながら
その痛さに耐え、ハジチを突いたからには、最後ま
でやってもらわないと気が済まないという気持ちで
痛さをこらえた人もいたそうです。また、余りの痛
さに泣きだしたり、途中で逃げだす人もいました。
ハジチを突いたあと、2、3日は、トウヌカシー

（オカラ）で手をこすったりして傷が化膿しないよ
うにしたり、痛みや赤みをやわらげ、水仕事は休み
ました。また、ハジチを突いた後は御馳走を作り、
親しい友人や親戚が集まってお祝いすることもあっ
たようです。

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

図書館カレンダー8月

は休館日です。


