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※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。

　沖縄県に政府の緊急事態宣言が発令されたことに伴い、当面の間臨時休館となります。利用者のみなさまには、大変ご不便をおかけ

いたしますが、感染拡大防止のため、ご理解ご協力をお願いします。

時休館を継続中

備準 　　令和３年 5 月 23 日からの休館により、新刊本コーナーでのお披露目を待っている新刊本が増えています。

　　  館内では、可能な業務については、いつ開館の指示があっても対応できるよう備えておりますが、新刊本の

紹介もその一つで、空いている展示架で、常にお披露目の準備がなされています。新しい本との出会いにご期待

ください！因みに、6/30 現在の追加設置された新刊本コーナーは、来週の火曜日に引っ越しです。

介紹 　４Fに「新型コロナウイルス関連図書コーナー」を新設しました。

　このコーナーでは、児童書から一般書まで（9 類文学除く）あらゆる面から新型コロナウイルスについて書かれ

た本を置いています。いろいろな本がありますので、来館の際にはチェックしてみて下さい♪

※並んだ図書の一部
※新型コロナウイルスはまだ未知の部分がたくさんあります。本の内容はご自身で判断してください。

　いつもの新刊本コーナー
　 いつもよりびっしり！ 　別の場所で追加設置された新刊本コーナー 　棚に入りきらない新刊本



※保育園など団体で参加する場合、 事前に相談ください。

　だんだんと暑くなってきたこの頃。 なんだか、 つめた～い
ものが食べたくなってしまいますね。
　今月はつめた～い食べ物の本を紹介します。

『夏のスイーツ』
大森 いく子／著

　金の星社

　旬の果物や季節感のあるアイデアを取り入
れた、 夏のスイーツレシピを紹介。
レインボーシャーベット、 マンゴープリン、 ひん
やりドリンクなどのほか、 お菓子づくりの基礎
知識も収録。 　

らびんちゃーだより

※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。

＠おはなしの森
10:30 ～

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。

『アイスクリームおうこく』
ナカオ マサトシ／さく
イヌイ マサノリ／え

ポプラ社

　アイスクリームが大好きな王さま。 お世話役
や国の者たちが、 いろいろなアイスを用意する
が、 王さまはどれも気に入らず…。 すてきなア
イス、 へんてこアイスがたくさん登場する、 読み
聞かせにぴったりな楽しい絵本。

7 月のおすすめ本
さーて、今月のおススメ本は・・・？
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の 
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？？展示エリアがわからない？？　➡　そんなときは、沖縄県立図書館ホームページ「News　図書館からのお知らせ」の「展示」のタブか３Fサイネージをご覧ください！

22日
（木）

定例おはなし会

※図書館が開館となった場合でも、 状況により中止となることもあります。

7 月のおはなし会

英語でおはなし会

15日
（木）

（予定）

5/19 ～未定 5F 那覇市制100周年 那覇市の各地域に関する資料等の展示 沖縄県立図書館

6/15 ～7/19 5F
海外移住の日
海外移住と沖縄

海外移住に関する資料の展示 沖縄県立図書館

5/12 ～8/9 4F
沖縄県立芸術大学×沖縄県立図書館

連携事業Vol.6
「沖芸サテライトミニギャラリー」＆
「沖芸の先生による今読むべきこの15冊」

沖縄県立芸術大学
沖縄県立図書館

6/30 ～8/16 4F 放送大学の募集関連展示 放送大学の募集に関連した資料を展示思案す︕︕ 放送大学

7/7 ～8/2 3F 海外移住の日パネル展
海外の沖縄県系人の活動を紹介する写真などやパネルを展示す
る。

沖縄県立図書館

7/7 ～8/2 3F 妖怪の本展示 妖怪にまつわる本を集めます︕ 沖縄県立図書館

7/7 ～7/26 3F 夏の交通安全県民運動パネル展
7月11日から7月20日の10日間、夏の交通安全県民運動を展開
させるにともない、県民に対し広く交通安全を呼びかける

沖縄県消費くらし安全課

6/30 ～7/26 3F
放送大学公開講座

関連展示
放送大学の公開講座に関連した資料を展示します︕︕ 放送大学

5/19 ～7/26 3F 食育月間の普及啓発
６月の食育月間に関連して、県民の食育に対する理解を深める
ため、県が推進する食育活動に関するパネル展示等を行う。

沖縄県健康長寿課

6/30 ～7/26 3F 「沖縄の塩と黒糖」展示会
7/3のなみ（波）の日に合わせて、県内で生産する塩と黒糖の
情報発信を行う。そして脱水症防止に役立ててもらう。

沖縄県工業技術センター

5/12 ～3/28 3F ライトノベル祭り 担当おすすめのライトノベルを紹介します。 沖縄県立図書館

7/28 ～8/9 3F ちゅら島環境美化促進月間パネル展
ちゅら島環境美化全県一斉清掃実施に関連して、県民への啓発
のためパネル展を実施します。

沖縄県環境整備課

7/21 ～8/16 3F
グリーンリボンアート募集＆意思表
示普及啓発

10月は臓器移植普及推進月間。月間に向けてｸﾞﾘｰﾝﾘﾎﾞﾝｱｰﾄの
募集を行う。

沖縄県保健医療福祉事業団

7/28 ～8/16 3F 原爆と戦争展
「第２次大戦の真実」「原爆と峠三吉の詩」「沖縄戦の真実」
「全国の空襲」など１６０枚のパネルから展示します。

沖縄原爆展を成功させる会



着図書紹介
一般図書

子どもの本

おきなわの本

なぜか惹かれる言葉のつくりかた

小学生の子の学力を『ほめる・叱る』で伸ばすコツ

漢方嫁日記 ふかや かよこ／著
深谷 朋昭／監修

名前のないことば辞典 出口 かずみ／著

高加水生地の粉ものレッスン

くらしに役立つ栄養学

沖縄戦久米島の戦争

読む友利新チャンネル

交差する辺野古

基地問題の国際比較

ひまつぶ刺しゅう

児童文学の中の家

ちいさなお直し
真実を発見!科学捜査

たべたのだーれだ?

内田 真美／著

菊池 洋匡／著

上田 歩武／著

深井 せつ子／著

いわせ あさこ[ほか]／著

石澤 不二雄／監修

やぎ たみこ／作

たむら しげる／さく

久米島の戦争を記録する会／編

熊本 博之／著編

　学校の授業がオンラインに対応するよう
に進められ、職場の会議等もオンライン上で

新出 真理／監修

ほげちゃんまいごになる

親の期待に応えなくていい 鴻上 尚史／著

越えていく人
南米、日系の若者たちをたずねて　　 神里 雄大／著

新

図

　

4 階書架から Pickup ︕︕

　6 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。

　  書館職員
　おすすめ本紹介

能勢 邦子／著

うそ 谷川 俊太郎／詩
中山 信一／絵

ぼくのおうちはどこ? やまなか ようこ／さく・え

モダンラブさまざまな愛のかたち ダニエル・ジョーンズ／編
桑原 洋子／訳

　新型コロナに立ち向かう医療
技術から、新型コロナとの共生
のための生活、仕事、移動、場
所、基盤に係る技術など6分野
における重要な技術の解説本です。

友利 新／著

島の木の図鑑　

川名 晋史／編

上原 千香子／編集・文
東上里　暁瑚／絵
東上里　加代子／絵

行われるようになるなど、新型コロナが登場してから、これまでの当たり
前がどんどん変わってます。この本で変化の方向が見えるかも☆彡



facebook twitter
令和 3 年（2021 年）7 月発行　第 151 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 )　

図書館カレンダー 7月

ぜひご登録
ください

Q, 終戦直後の捕虜収容所内でラジオ放送を聞いたという証言があるが、 当時収容
所内で住民向けにラジオ番組を制作 ・ 放送していた事実はあるか。

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。 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し、 通話は
  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.　　　終戦直後の捕虜収容所において、 住民向けのラジオ放
送が行われたという事実は確認できませんでした。 以下、 参考
になる記述を列挙します。
▶『那覇市史資料篇第３巻８特装版　沖繩の慟哭　市民の
戦時戦後体験記２（戦後 ・ 海外篇』

（昭和 56 年発行　那覇市企画部市史編集室）
「昭和 15 年ごろ、 NHK の沖繩放送局が首里市寒川町に開
局して、 昭和 20 年３月の空襲で破壊されてから、 米軍が昭
和 25 年（1950）2 月に具志川村栄野比に琉球放送（コー
ルサイン AKAR）を開局するまで沖繩の人たちのためのラジオ放
送は全く途絶えていたが、 その受信機も米軍の使用していた払
い下げのラジオセットでごく僅かしかなかった。」（287 ページ）と
ある。
▶福間良明／著 『焦土の記憶―沖繩 ・ 広島 ・ 長崎に映る
戦後』（2011 年　新曜社）
「戦時期には、 『沖繩新報』 と日本放送協会沖繩放送局が
沖繩の二大マス ・ メディアであったが、
いずれも戦闘のさなかに破壊された。（中略）終戦直後の沖
繩は、 言論 ・ 報道の空白状態にあったのである。」 とある。 ま
た 「戦後のメディア復興も、急速には進まなかった。 今日の 『琉
球新報』 の前身である 『ウルマ新報』 は 1945 年７月に石
川市の収容所で創刊されたが、 当初は米軍の占領政策を円
滑に進めるための情報宣伝機関の色彩も濃かった」（93 ページ）
とあり、 情報宣伝の観点から新聞創刊の意義を述べているが、
ラジオ復興については全く記述がない。

▶大城由希江／著 「米国統治下の沖繩と親子ラジオ」 貴
志俊彦 ・ 川島真 ・ 孫安石／編 『増補改訂　戦争 ・ ラジオ ・
記憶』（2015 年　勉誠出版）所収
「初期の統治行政において米軍は、 占領者であるという意識か
ら、 現地沖繩住民に対する広報や宣伝活動には消極的であっ
た。 米民政府の設置前後には一転して、 メディア機関の復興
を援助し、 同時に監視と指導を行う等、 対住民広報活動を
重視する政策を取り始めている。（中略）このような政策下で
ラジオをめぐっては、･･･ 沖繩住民を対象とする琉球放送局が
設置された（1950 年）」

（270 ～ 271 ページ）とあり、 捕虜収容所でのラジオ放送に
ついての記述はない。
【参考資料】
・ 『沖繩県史 各論篇 第六巻　沖縄戦』（2017 年　沖縄県
教育委員会）
・ 『那覇市史 資料篇 第３巻８特装版　沖繩の慟哭　市民の
戦時戦後体験記２（戦後 ・ 海外篇』

（昭和 56 年発行　那覇市企画部市史編集室）
・ 貴志俊彦 ・ 川島真 ・ 孫安石／編 『増補改訂　戦争 ・ ラジ
オ ・ 記憶』（2015 年　勉誠出版）
・ 七尾和晃／著 『沖縄戦と民間人収容所』（2010 年　原
書房）
・福間良明／著『焦土の記憶―沖繩・広島・長崎に映る戦後』

（2011 年　新曜社）

No.118( 郷土資料レファレンス事例 )

利用案内 ( 通常開館時）
　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

沖縄県立図書館

日 月 火 水 木 金 土
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29・ 館内では、 常時マスク着用のご協力をお願いしております。

開館時期は未定です。

決まり次第、HP、

SNS 等でお知らせい

たします。
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