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※新型コロナウイ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。

『サンドイッチに
はさまれたいやつよっといで』

岡田 よしたか／著
佼成出版社

　←　このような配布物もあります　→

　沖縄県内の新型コロナウイルス感染状況により、県の判断で 9 月 12 日まで臨時休館となっています（9/1 現在）。

　 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。

時休館は継続中！！

介紹
　4Fに「医療・情報コーナー」があるのはご存知でしょうか。このコーナーは、４F の階段やエレベーターから

最も離れた、大きな窓のある明るいエリアにあります。書架番号は 74 から 78 です。

　このコーナーは、県民の課題解決支援を目的に設置されています。

　整形外科、眼科、内科などの診療科や、認知症、発達障害、うつ病などの病名、抗がん剤治、食事療法などの治

療法、長生き、禁酒、禁煙、医療制度などの医療・健康にまつわるキーワードごとに図書を配架しています。

健康・医療で悩んでいることがありましたら、一度、参考になりそうな図書を探してみて下さい

9月 

の 

展 

示
（予定）

『健康・医療コーナー』

7/21 ～9/27 5F
奄美・沖縄　世界自然遺産登録に向け
て

奄美・沖縄４地域の世界自然遺産登録に関連し各地域を紹介しま
す。

沖縄県立図書館

7/21 ～9/27 5F サガリバナとウミショウブ
不思議な生態を持つ珍しい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

8/4 ～10/11 5F 南城市紹介展示
南城市を舞台にしたTVアニメ「白い砂のアクアトーブ」放映に関
連し、同市及び併合前の４町村と、県内水族館を紹介。

沖縄県立図書館

8/18 ～10/4 5F 「サンマ裁判関連展示」
現在上映中の「ｻﾝﾏﾃﾞﾓｸﾗｼｰ」に関連し、米軍統治下の沖縄で起こっ
た「ｻﾝﾏ裁判」の関連図書やﾚﾌｧﾚﾝｽ事例を展示します。

沖縄県立図書館

9/8 ～9/27 5F 「戦後沖縄の放送の歩み展」 戦後沖縄の放送史や戦後史、放送文化に関する図書を展示します。 沖縄県立図書館

9/13 ～9/13 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

7/14 ～3/31 3F
グッジョブセンターおきなわ情報コー
ナー

グッジョブセンターおきなわの情報発信コーナー グッジョブセンターおきなわ

8/4 ～9/27 3F 健康医療　熱中症 熱中症の予防を目的に、熱中症に関係する本を選書します。 沖縄県立図書館



※保育園など団体で参加する場合、 事前に相談ください。

　食欲の秋がやってきました。 まだまだ暑い日が続くけれど夏
バテしていないかな︖今月はおいしそうな本を紹介します。

『にぎっておいしい
きほんのおにぎり』

寺西 恵里子／作
汐文社

　きほんの三角おにぎりから、 混ぜ込み
おにぎり、 炊き込みおにぎり、 焼きおに
ぎり、デザインおにぎり、スティックおにぎり、
おにぎらずまで、 いろいろなおにぎりの作
り方を写真で紹介する。

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

※新型コロナウイ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。

『サンドイッチに
はさまれたいやつよっといで』

岡田 よしたか／著
佼成出版社

　おにぎりの具になれなくて、 がっかりして
いた食べものたち。 おにぎりがだめなら、
パンにはさんでサンドイッチにしてもらおうと、
閉店後のパン屋にしのびこんだ。 みんなで
食パンにはさんでもらって…。 　　

9 月のおすすめ本
さーて、今月のおススメ本は・・・？

月 

の 

展 

示

9

？？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！

23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。

9 月のおはなし会

英語でおはなし会

16日
（木）

（予定）

9/1 ～9/13 3F 結核予防週間パネル展
9/24から9/30までの結核予防週間に合わせ、多くの方々に結核に
関する正しい知識を深めてもらう。

沖縄県保健医療部ワクチン接種
等戦略課

9/1 ～9/27 3F 海図150年記念パネル展
我が国の海洋調査が始まって150年目を迎えるにあたり、9/12の
水路記念日に合わせ海洋情報業務の周知をはかる。

第十一管区海上保安本部

9/15 ～10/4 3F 秋の全国交通安全運動パネル展
9/21から9/30の10日間、秋の全国交通安全運動を展開させるにと
もない、県民に広く交通安全を呼びかける。

沖縄県子ども生活福祉部消費・
くらし安全課

9/15 ～10/4 3F 秋の全国交通安全運動パネル展
9/21から9/30の10日間、秋の全国交通安全運動を展開させるにと
もない、県民に広く交通安全を呼びかける。

沖縄県子ども生活福祉部消費・
くらし安全課

9/15 ～9/27 3F
近代空手史　－世界に広がる空手の歴
史－

おきなわ県民カレッジ美ら島沖縄学講座と関連本の紹介 生涯学習推進センター

9/22 ～10/11 3F 9月28日は世界狂犬病デー
沖縄県の犬の狂犬病予防注射率は毎年全国最下位。9/28の世界狂
犬病デーに合わせて狂犬病と予防注射の普及啓発を図る。

沖縄県保健医療部衛生薬務課

9/29 ～10/11 3F
美ら海図画コンクール　入賞者移動展
示会

今年で6回目を迎えた美ら海図画コンクールの入賞作品を来館者の
皆さまにご紹介します。

日本トランスオーシャン航空株
式会社

9/29 ～10/25 3F
グリーンリボンアート展＆シンポジウ
ム告知

毎年10月は臓器移植普及推進月間です。ｸﾞﾘｰﾝﾘﾎﾞﾝｱｰﾄ作品の展示
をすることで臓器提供、移植医療について普及啓発を図る。

沖縄県保健医療福祉事業団

9/29 ～11/8 ３F
第7回世界のウチナーンシュ大会まで
あと１年︕

「世界のウチナーンチュの日」制定5周年を記念して、これまで同
日に実施されたイベントなどに関する展示を行う。

沖縄県文化観光スポーツ部交流
推進課

9/29 ～10/11 3F
第31回「児童・生徒の平和メッセージ
展」（那覇市展）

第31回「児童・生徒の平和メッセージ」に応募のあった作品の中
から、優秀作品に選ばれた図画・作文・詩の作品を展示する。

沖縄県平和祈念資料館



着図書紹介 一般図書

子どもの本

おきなわの本

アンチレイシストであるためには

月収+10万円こっそり副業術

ダニが刺したら穴2つは本当か? 島野 智之／著

世界書店紀行
金 彦鎬／著
舘野 晰／監修
山田 智子[ほか]／共訳

心ゆさぶる広告コピー

疲れないカラダ大図鑑

火山と竹の女神

沖縄人民党事件

よみがえる沖縄風景詩

戦後沖縄と復興の「異音」

こうしてあなたたちは時間戦争に負ける

心と体がラクになる読書セラピー

アンソーシャルディスタンス

さよならのたからばこ

わかりやすい!まとめやすい!
小学生の自由研究

岩崎 亜矢／選・解説文

土谷 愛／著

アマル・エル=モフタール／著
マックス・グラッドストーン／著
山田 和子／訳

寺田 真理子／[著]

金原 ひとみ／著

長崎 夏海／作
ミヤハラ ヨウコ／絵

佐々木 貴教／著

ガリレオ工房／編著

福 寛美／著

ローゼル川田／著

　この本にはその組み合わせはもちろん、他の機能も載っています。仕事をこ
なしながらエクセルを使えるようになった方は、一度、参考書でエクセルの機能
を確認して、作業の見直しを図ってみてはいかがでしょうか。目からウロコが落ちた思
いがします︕
　この本はビジネスエリアに配架されています。

夏嶋 隆／著

地球以外に生命を宿す
天体はあるのだろうか?

いたいときのおまじない 角野 栄子／作
よしむら めぐ／絵

風の声・土地の記憶　　 大城 貞俊／著

新

図

　

ビジネスエリアから
Pickup ︕︕

　8 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

イブラム・X.ケンディ／著
児島 修／訳

鬼完全図鑑 小松 和彦／監修

おふろひえてます とよた かずひこ／作・絵

ジェンダーで見るヒットドラマ 治部 れんげ／著

　エクセルの参考書（画像）をみる
と、マウスを使わずに、「ショートカットキー」
を用いることを勧めていました。理由は、早
いから︕だそうです。「ショートカットキー」を使
うためには、キーの組み合わせを覚える必要が
あります。

森川 恭剛／著

密約の戦後史　

謝花 直美／著

新原 昭治／著

エーションとその時の心情を知ることができ、
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
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図書館カレンダー 9月

Q, 琉球政府時代にあった 「サンマ事件（サンマ裁判）」 から裁判移送問題までの経
緯が知りたい

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。 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  .    サンマ事件とは
　サンマ事件とは、 高等弁務官指令第十七号 「物品税法」
が規定する課税物品表の輸入鮮魚類にサンマが入っていないの
に課税されているのはおかしいとして、 1963 年、 鮮魚輸入業
者が琉球政府を相手取り過誤納付金の還付を求める訴訟を
起こします。 これが第1サンマ事件です。 中央巡回裁判所も、
琉球上訴裁判所も原告の主張を認め、 被告に四万六千ドル
余りの過誤納金を還付せよ、 との判決を下しました。 すると、
その翌日に米民政府は、 改正布令を交付し課税物品表にサ
ンマを追加するだけでなく、 過去に遡及して適用しました。
　この改正布令の効力を争って提起されたのが第 2 サンマ事件
です。 琉球政府裁判所が高等弁務官の発した布令を審査で
きるかが争点となりました。 中央巡回裁判所はこれを積極的に
是認する判決を下したため、 被告琉球政府は琉球上訴裁判
所に上告します。 上訴裁判でも同様な判決が予想されていま
したが、 係争中に高等弁務官は裁判を米国民政府裁判所に
移送せよと命じます。 アメリカ本国でさえ認められない裁判移送
を命じた司法権の介入は、 司法権の独立や法令審査権など
司法制度の原則と関連した大きな問題が含まれていました。
移送撤回要求や県民大会など 「島ぐるみの撤回運動」 に発
展します。
　1966 年、 米国民政府裁判所は、 「物品税法」 の課税品
目の列挙は例示にすぎないとして、 原告の琉球漁業の主張を
退ける判決を下し、 行政命令と布令の衝突を回避しました。
これにより、 琉球漁業の勝訴とした中央巡回裁判所判決は破

棄されました。

『沖縄差別と平和憲法』（大田昌秀 // 著、 BOC 出版、
2004.10）
　ｐ348-372 にサンマ事件概要、 裁判移送撤回運動、 裁
判移送事件の結末までの説明があります。

『オキナワと憲法　問い続けるもの』（仲地 博，水島 朝穂／
編　法律文化社　1998.6）
　ｐ178-185 サンマ事件のいきさつと米国民政府裁判所にお
ける判決、 当時の沖縄の司法制度について説明があります。

『沖縄の裁判権についてー不当な弁務官の裁判権移送命
令ー』（裁判移送撤回共斗会議編 ・ 刊、 1966.6）　判決
文のほか、 移送命令全文、 移送撤回に関する要請や決議
書等があります。

『沖縄県祖国復帰闘争史　資料編』（沖縄県祖国復帰闘争
史編纂委員会編、 沖縄時事出版、 1982.5）
　　　p1077-1094 「裁判移送撤回闘争」 サンマ裁判の概
要として沖縄タイムス 1966 年 6 月 21 日 2 面の記事の引用
と、 裁判移送に関する抗議決議、 県民大会宣言内容等がり
ます。

No.120( 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

16 18
20 21 22

28

2419

26 30

2523

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。
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