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ルームの静かな空間で読書の秋を
楽しみましょう !

　沖縄県立図書館通信は、 2018 年 4 月から新館移転
のため休刊をしていました。新館へ移転後、2019 年
10 月号（第 130 号）
から復刊し今月号で
復刊から１年です︕
　ご愛顧いただき誠に
ありがとうございます。

　2003 年 6 月号創刊、
復刊 1 周年となった

「沖縄県立図書館通信」
　今後もより頑張って
みなさまにお届けして
まいります。

サイ
レント

　4F の「サイレントルーム」をご存じでしょうか。サイ
レントルームは、静かに読書を楽しみたい方向けに設置さ
れたお部屋です。
　サイレントルームでは、
ノートパソコンや電卓の使用
が禁止されており静寂な環境
で読書をすることができます。
　周りを気にせず、じっくり
本の世界にひたることの
できる特別な空間で読書の秋
を満喫しましょう︕

図書
館

通信が復刊から１年です !
ありがとうございます♪

隔地返却サービスが
便利です︕

遠

※新型コロナウィルス感染症の拡大状況により、予告なくイベントや図書館の運営等を変更する場合があります。ご了承ください。

　沖縄県立図書館では、遠隔地返却サービスを実施して
います。市町村のご協力により、どなたでも、当館で
借りた本を 9 つの図書館等で返却できます。
　館によって返却方法が異なるのでご注意ください︕
　また、一部このサービスでは返却できない本があること
や、当館に本が到着するまで『貸出中』扱いになるなど、
ご利用の際はご注意いただきたい点があります。
　留意事項などをご確認の上、ご利用くださいませ。

沖縄県立図書館　遠隔地返却サービス

・名護市立中央図書館
・石垣市立図書館
・宮古島市立図書館
・南城市立図書館 ( 知念、佐敷、玉城、大里 )

・国頭村民ふれあいセンター図書室
・伊江村中央公民館図書室
・与那国町教育委員会
・伊平屋村歴史民俗資料館

・沖縄市立図書館

各図書館の窓口で職員に
返却本を手渡してください。

沖縄市立図書館館内にある沖縄県立図書館用
ブックポストに返却本を入れてください。

沖縄県立
図書館用

遠隔地返却サービス協力館と返却方法



夏と秋が混じって、色とりどりな季節になりましたね☆

今月は魅力のあるファンタジックな絵本を紹介します。

『ふしぎの国のアリス』
メアリー・ブレア　画／
ジョン・シェスカ　文／
アーサー・ビナード訳／講談社

　メアリー・ブレアが描くアリスの世界。 

ディズニースタジオのカラー・スタイリストで一つの時代を

リードした女性アーティスト、メアリー・ブレアが描いた

不朽の名作。アリスの魅力があふれています。

らびんちゃーだより

10

※保育園など団体で参加する場合、事前に相談ください。

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスク着用の上で

　ご参加ください。また、開催人数は 15 名以下となります。

10月のおはなし会

8日
（木）

15日
（木）

22日
（木）

＠おはなしの森
10:30 ～

月
の
展
示

わ

※新型コロナウィルス感染症の拡大状況により、予告なくイベントや図書館の運営等を変更する場合があります。ご了承ください。

『にじいろのさかな』
マーカス・フィスター　作／谷川 俊太郎　訳／講談社

　世界で評判の光る絵本！ 

にじいろに輝くうろこをもった、

世界でいちばん美しいさかな。

でも、彼はひとりぼっちでさみしい。

ある日彼は、かしこいタコに相談に

いくことにしましたが……。

10 月のおすすめ本と
おはなし会のご案内

日本の昔話お話会

定例お話会

英語でお話会

9/2 ～10/5 3F 沖縄平和賞 沖縄平和賞について
沖縄県

女性力平和推進課

9/9 ～10/5 3F 狂犬病月間展示
もう注射はしましたか︖

9/28は世界狂犬病デーです。
沖縄県

衛生薬務課

9/9 ～10/19 3F 敬老の日読書のすすめ 「敬老の日おすすめ本」を展示
沖縄県読書推進

運動協議会

9/30 ～10/26 3F グリーンリボンアート展 臓器提供、移植医療について
沖縄県

医療福祉事業団

9/30 ～11/2 3F 社会保険労務士会月間
知っていますか︖

「社会保険労務士というお仕事」
沖縄県

社会保険労務士会

9/9 ～10/5 3F 青年海外協力隊募集 JICA青年海外協力隊のご紹介 JICA沖縄

10/7 ～11/9 3F
世界の

ウチナーンチュの日
10/30は「世界のウチナーンチュの日」 沖縄県交流推進課

10/7 ～11/9 3F
沖縄県立図書館通信

復刊1年記念展示
第130号（2019年10月号）から

第142号（2020年10月号）までを展示
沖縄県立図書館

10/7 ～10/26 3F
「これぞオレ流︕家事・
育児」フォトコンテスト

「家庭」における男女共同参画を身近に
感じられる作品に一票お願いします︕

沖縄県
女性力・平和推進課

10/14 ～10/26 3F
食品ロス削減月間

及び食品ロス削減の日
10月は食品ロス削減月間、

10/30は食品ロス削減の日です︕
沖縄県

消費・くらし安全課

10/21 ～11/9 3F
尚寧王と

王妃・アオリヤエ
尚寧王没後400年紹介と

埋蔵文化財について
浦添市

教育委員会文化財課

10/21 ～11/16 3F
「本のある風景」

写真コンクール展示
「本のある風景」写真
コンクール受賞作品展

沖縄県読書推進
運動協議会

10/28 ～11/16 3F 灯台の日 11/1は「灯台記念日」です︕ 海上保安庁第十一管区

10/28 ～11/16 3F
美ら海図画コンクール
入賞作品移動展示会

今年で第５回を迎えた美ら海
図画コンクールの入賞作品をご紹介

JTA



着図書紹介

　  とぶ図書館から
　おすすめ本紹介

一般図書

子どもの本

おきなわの本

怖くて眠れなくなる天文学

岸壁採集!　漁港で出会える幼魚たち

声に出して読みたい理系用語 信定 邦洋／著

愛と家族を探して 佐々木 ののか／著

「バカ」の研究

世界の郷土料理事典　

沖縄の戦後を歩く

首里の馬

昆虫の図鑑採集と標本の作り方

沖縄の家51＋

精霊の宿る川
日本で一番魚種が多い、沖縄県
西表島の浦内川

面白くて眠れなくなる恐竜

いますぐ使えるジュニア
アスリートの栄養食事学

カイシャインの心得

世界を彩る色と文化

きみはスゴイぜ!
一生使える「自信」をつくる本

細菌ホテル

日本の都市伝説大事典

　9 月に県立図書館に入ってきた本の一部です。
本の場所についてご不明な点があれば
カウンター職員にお尋ねください。

『風が強く吹いている』

縣 秀彦／著

ジャン=フランソワ・マルミオン／編
ジャン=フランソワ・マルミオン[ほか]／
田中 裕子／訳

青木 ゆり子／著

平山 廉／著

川端 理香／著

山田 理／著

桜井 輝子／著

マシュー・サイド／著
竹中 てる実／訳
福田 とおる／イラスト

藤子・F・不二雄／まんが
藤子プロ／監修
藤田 晃之／監修

キム ソンファ／文
クォン スジン／文
キム リョンオン／絵 ほか

朝里 樹／監修

沖縄ある記／編

高山 羽根子／著

福田 晴夫[ほか]／著

週刊かふう
「沖縄の家51＋」編集委員会／編

鈴木 香里武／著・写真

ドラえもん探究ワールド
仕事の歴史とこれから

くろくまくん
あわあわてあらい たかい よしかず／さく・え

世界のスポーツカー図鑑 -

オキナワグラフ
増刊「首里城再録－読み返す60年－」 オキナワグラフ社／[編]

笠井 雅夫／著・写真

　

新

空

　厚い本は読んだ事がなかったのですが、この本は
どんどん読めた！登場人物に悪い人がいなくて、
さわやかで読後感がすごくよかった！

「走る」ことの表現がすごくて、
運動ギライの私でも走ってみたくなる
ほどで、本を好きになるキッカケの本
でした！（30 代・女性）

2020 年 6 月
伊是名で行われた
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図書館カレンダー10月

 ぜひ
 ご登録
 ください

Q, 琉球王府の船の旗で、ムカデが描かれた旗の意味や由来について知りたい。

は休館日です。

来館される皆様へのお願い

HP

・館内は飲食禁止ですが、倒れても中身がこぼれない容器に入れた飲み物は
  持込み、　水分補給が可能です。
・携帯電話やスマートフォンはマナーモードにし、
  通話は館内電話ボックスをご利用ください。
・館内での撮影はお控えください。

A. 下記の資料が参考になります。

①『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）
　p218-219　「旗」の項目で、p219 「進貢船の百足旗は竜巻除けであったといわれている。」の記述がある。

②『新琉球王統史　20』（与並 岳生 / 著、新星出版、2006.8）
　p46　「琉球船はほかに航海安全を天に祈って北斗七星旗を掲げ、
さらに海の魔を刺すためのまじないにムカデ旗なども掲げていました。」
の記述がある。

③『琉中歴史関係国際学術会議論文集　第四回』
   （琉球中国関係国際学術会議 /編・刊、1993.3）
　p281-294　「『おもろさうし』における船の民俗と表現　池宮正治」の
論文で、p289-290　「…百足旗は、南京船、福州造り南京出し船、台湾船に認められる。…百足旗がどのような
意味を表しているのか、これまでのところはっきりしたことは分かっていないが、甲南大学の高阪薫教授と雑談
している間に、中国辺りではムカデが龍を威嚇するらしいと聞いた。…百足旗も、航海の日和を、気まぐれな
水神・龍王を脅して確保するマジックであったと思われるのだ。」の記述がある。

④『おきなわの民話百選』（おきなわの民話百選刊行委員会 /編、沖縄県生活福祉部児童家庭課、1996.3）
　p22　「8　むかでと鶏と龍」の民話で、「…むかでがやって来て龍の耳の中に入った。…龍はおどろいて
「とー（さて）、陸の方にもこわいものがいるんだなあ。…陸には、絶対に降りて来ないぞ。」と言ったそうだ。
それで、昔は、帆前船で航海していたからね、龍は海の神様だから、帆前船の帆柱には、むかでの形をした流し
旗を立て、船の先には鶏の形をつけて航海の安全をお願いしているんだよ。」の記述がある。

⑤『蟷螂の斧』（崎山 毅 / 著、錦友堂、1972.8）
　p725　「50　ムカデ船旗（マーザハタ）についての話」の民話で、「この満船に数羽の鳥が止まったならば舟は
沈むと、船頭をはじめ乗員は大声を張り上げて鳥を追うために上や下への大さわぎでした。…するとどこから来た
のか一匹のムカデが現れ、帆柱の先を目掛けて走り上り帆柱に止まっている鳥の足をかみつきましたので四、五羽
の鳥は帆柱から逃げ去りました。ムカデのお陰で人間の命も助かり荷物の損をする事もなく無事目的地に安着する
事ができました。そのためムカデに感謝を捧げムカデ旗を航海安全旗と印され、それに習って航海には必ずムカデ
旗を揚げて運航したと伝えられたそうです。」の記述がある。

No.109( 郷土資料レファレンス事例 )

利用案内
開館時間 : 9 時から 20 時まで
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。

縄なんでもQ&沖 A

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3

4 5   7 8   9 10

11 12 14 15 16 17

18 19 21 22 23 24

25 26 28 29 30 31

6

13

20

27

沖縄県立図書館


