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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。

　沖縄県内の新型コロナウイルス感染が落ち着いている状況ではございますが、11 月 1 日以降も制限付きで開館します。

ご 不便をおかけいたしますが、感染防止のため、ご理解とご協力をお願いします。

感染防止対策を徹底した上で開館いたします！！

11
月 

の 

展 

示
（予定）

　11 月 3 日（水）文化の日に、第 12回としょ
かんまつりを開催します。

まりつ
1.『見えるラジオ　BOOK　LABO（ぶっくらぼ）』

イベント紹介

4.「小説『ノロエステ鉄道』とブラジル・カンポグラ
  ンデの沖縄県系人」展示＆司書解説

3. ビブリオバトル 2021 沖縄県大会

2. 全国優良読書グループ表彰伝達式・野間読書推進
    賞受賞報告会
    ・第 3 回「本のある風景」写真コンクール表彰式

8. 沖縄県地域児童文化連絡協議会によるおはなし会
7. 怒るってなぁに？～アンガーマネジメント～
6. アサーション～私も OK、あなたも OK ～
5.『もしも、がんになったら』がん講演会

詳しくは HP をチェック下さい！　ほか多数

10/1 ～11/8 5F 南の島と水族館
南城市を舞台としたアニメ作品に関連し、市の歴史・文化、県内の水族
館施設について紹介します。

沖縄県立図書館

10/1 ～11/8 5F でーじミーツなーふぁ
アニメ「でーじミーツガール」放映に関連し、戦前・戦後の那覇市のよ
うすを紹介します。

沖縄県立図書館

10/20 ～11/8 5F サンマ裁判関連展示
映画「サンマデモクラシー」上映に関連し、サンマ裁判事件について紹
介します。

沖縄県立図書館

10/20 ～11/15 5F
写真家　岡本尚文選書「写真・建築か
ら知る沖縄」

岡本尚文氏の選ぶ、写真・建築という観点から沖縄を知るための本を紹
介します。

沖縄県立図書館

10/20 ～11/15 5F 寄贈資料（首里城写真）紹介
現存するうち、最も古い時期に撮影されたと思われる首里城の写真デー
タについて紹介します。

沖縄県立図書館

11/3 ～11/15 5F 琉球舞踊　人間国宝認定
10月末に人間国宝に正式認定された、宮城幸子氏と志田房子氏の関連図
書を展示します。

沖縄県立図書館

11/10 ～11月下旬 5F 首里城再建祈念展示 戦前・戦後の首里城のあゆみについて紹介する展示です。 沖縄県立図書館

11/10 ～12/6 5F
小説『ノロエステ鉄道』とブラジル・
カンポグランデの沖縄県系人

４階交流ルームで行っていた展示を縮小して継続します。見逃した方は
ぜひ︕

沖縄県立図書館

11/17 ～12/13 5F
令和3年度歴史講座「ハワイで収容さ
れた沖縄県出身捕虜」関連展示

12月8日（水）開催の歴史講座に関連し、ハワイで収容された県系戦争
捕虜について紹介します。

沖縄県立図書館

5F
沖縄を知るための10冊「琉球弧の船)
「しまくとぅば」

専門家が選ぶ10冊を紹介します。初学者も詳しい方も、ぜひ一度ご覧く
ださい。

沖縄県立図書館

10/27 ～11/8 4F ブラジル展
交流ルームで開催中「小説『ノロエステ鉄道』とブラジル・カンポグラ
ンデの沖縄県系人」に併せて、ブラジル関連資料を展示する。

沖縄県立図書館

11月下旬～



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

7/14 ～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

10/1 ～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、これまでのイベン
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

10/20 ～11/8 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

10/20 ～11/8 3F 健康医療　吃音
10/22の国際吃音啓発の日に合わせ、吃音症や目に見えづらい障がいを
テーマに展示を行う。

沖縄県立図書館

10/20 ～11/8 3F 「本のある風景」写真展
9月上旬まで募集した、家庭、地域、文庫、学校など「本のある風景」を
題材にした作品の展示

沖縄県読書推進運協議会

10/27 ～11/8 3F 沖縄の位牌について 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
生涯学習振興課生涯学習推進セ
ンター

11/3 ～11/29 3F 令和３年度歯がんじゅう月間パネル展
沖縄県では１１月を歯がんじゅう月間（歯科口腔保健啓発月間）と定め
ており、歯と口の健康に関する正しい知識の普及啓発を行う。

沖縄県保健医療部健康長寿課

11/3 ～11/29 3F 秋の夜長に一遍の詩を 普段はなかなか注目を浴びることがない詩集を展示し紹介する。 沖縄県立図書館

11/10 ～11/22 3F 古文書の読み方2 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
生涯学習振興課生涯学習推進セ
ンター

11/10 ～11/15 3F 公共建築パネル展
「公共建築の日・公共建築月間」は、行政及び建築関係団体等が幅広く
協力し、より良い公共建築を目指す趣旨で各イベントを開催。

沖縄県土木建築部施設建築課

11/10 ～11/15 3F
沖縄県全島緑化県民運動ポスター原画
コンクール入賞作品

県土緑化の一環として例年当課では、沖縄県全島緑化県民運動ポスター
原画コンクールを行っています。対象は、沖縄県内の小学生から高校生
です。

沖縄県環境部環境再生課

11/10 ～12/1 3F
令和3年度　中学生・高校生の作文優
秀作品展

国税庁では11月11日~17日の一週間を 税を考える週間 とし様々な広報公聴施策を
行っているが、中高生から募集した作文のうち優秀作品を展示する。

沖縄県立図書館

11/17 ～11/29 3F 「測量の日」パネル展
６月３日の測量の日について、測量と地図に関する情報や知識を紹介し
つつ、来館者へ測量に対する意識を深めてもらう。

生涯学習振興課生涯学習推進セ
ンター

11/17 ～12/6 3F 家庭の日絵画ポスターコンクール 毎月第３日曜日を「家庭の日」とする運動を提唱し普及を図っております。「家庭
の日」に関する絵画ポスター受賞作品上位38点を展示します。

公益社団法人沖縄県青少年育成
県民会議

11/17 ～12/6 3F
１１月２５日～１２月１日　犯罪被害
者週間です

犯罪被害者が再び平穏に生活できるためには、地域の人々の理解と配慮
が必要なことから、犯罪被害者等の置かれた状況を伝える広報を行う。

沖縄県警察本部広報相談課被害
者支援係

11/24 ～12/6 3F 沖縄の湧き水 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
生涯学習振興課生涯学習推進セ
ンター

※保育園など団体で参加する場合、 事前に相談ください。

　なぞなぞやクイズは好きかな︖むずかしい問題にも自分で
考えて解けたら気持ちいいよね。
　図書館から、 楽しい 「なぞ」 本をご紹介します。

　みんなと姿が違うからと仲間外れにされた、
みにくいアヒルのこ。 ずっと憧れていたのは真っ
白で首の長い、 なんという鳥 ? アンデルセン
のお話をモチーフにした絵の中から、 なぞなぞ
50 問の答えを見つけだして遊べる絵本。 　�

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。

『なぞなぞのにわ』
石津 ちひろ／なぞなぞ

中上 あゆみ／え
偕成社

　なぞなぞの庭には、 動物たちや虫たち、
それにちょっとふしぎな住人もいるようで
…。 季節それぞれの姿を見せる庭の絵の
なかに 「なぞなぞ」 の答えが隠れています。
50 個の答えを見つけられるかな ?　　

11 月のおすすめ本
さーて、今月のおススメ本は・・・？

月 

の 

展 

示

11

？？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！

25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。

11 月のおはなし

英語でおはなし会

18日
（木）

（予定）

『なぞなぞアンデルセン』
石津 ちひろ／なぞなぞ

南塚 直子／え
偕成社



着図書紹介 一般図書

子どもの本

おきなわの本

やさしい猫

<フランス発>美の研究　人は見た目で得をする

ウミガメは100キロ沖で恋をする 菅沼 弘行／著

生きていくために必要なフリーランスのお金の話 佐々木 康之／著

世界が面白くなる!身の回りの科学

「日韓」のモヤモヤと大学生のわたし

HSPさんがママになりまして…。

占領下のトカラ　
北緯三十度以南で生きる

奄美の道で生きものみーつけた

日本近代史のなかの沖縄

哲さんの声が聞こえる

「愛」という名のやさしい暴力

私がホームレスだったころ

恋とポテトとクリスマス

ふしぎなヒーローやさん
二間瀬 敏史／著

ジャン=フランソワ・マルミ
オン／編著
金丸 啓子／訳

加藤 登紀子／著

斎藤 学／著

李 玟萱／著
台湾芒草心慈善協会／企画
橋本 恭子／訳

神戸 遙真／著

ふじもと のりこ／作・絵
ジェリー・マーティン／訳

みやにし たつや／作・絵

上戸 えりな／著

松橋 利光／写真
木元 侑菜／文

他人との考え方の違いを認めて根気よく付き合うことが大事なんだと気づ
かされました。︕︕(画像は参考)

　

加藤 圭木／監修
一橋大学社会学部
加藤圭木ゼミナール／編

きょうのおやつはなんだろな?

それいけ、わんちゃん! P.D.イーストマン／作・絵
木原 悦子／訳

爆走小児科医の人生雑記帳　　 大宜見 義夫／著

新

図

　

　一般エリアから
　Pickup ︕︕

　10 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

中島 京子／著

きのこのこのこふしぎのこ

10歳のミッション
キミを一生ささえる31の行動

今を生き抜くための池上式ファクト46 池上 彰／著

　この本に書かれている非行少年の
非行に至る過程に衝撃を受けました。
悪いことをする人は家庭環境などで・・
とおぼろげに考えていましたが、軽度の
知的障害による認知力不足が原因で、
ものの見え方が一般的な人とは異なるため
ということがあるそうです。

半田 正夫／語り
稲垣 尚友／著

琉球風水志シウマが教える
あなたの運命をつかさどる
「数字の暗号」　

我部 政男／著

シウマ／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

        -

斎藤 学／著
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図書館カレンダー 11月

Q, 沖縄県になる前の首里城や崇元寺の写真はあるの︖

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  .       1877（明治 10）年に、 フランス海軍ルヴェルテガ少尉
が撮影した 3 枚の写真（参①～③、 参②の撮影者は正確に
は不明）があります。 ルヴェルテガ少尉は、 フランス海軍 2 級
巡洋艦 La Clocheterie 号（リウニエ艦長）に乗船し、 フラ
ンスからシベリアまで航海しました（1875 年 9 月 11 日～
1878 年 4 月 13 日）。 那覇に滞在したのは 1877 年 5 月
13 日～ 5 月 18 日で、 15 日に首里城を訪問しました。 そ
の後 1882 年 10 月に、 琉球訪問の紀行文（参④）を発
表します。 掲載された 3 枚の木版画（参④⑤）のキャプション
に 「d'après une photographie」（訳︓写真から）と記述
されていた為、 版画の元になった 3 枚の写真の存在が推測さ
れていました。 しかし、 これらの写真の所在は、 長い間不明で
した。
　2019 年に焼失した首里城の再建の取り組みの過程で、 伊
從勉氏（首里城復元に向けた技術検討委員会委員）による
調査が行われました。 その結果、 不明だった写真の所蔵者が
リウニエ艦長の曾孫 ・ エルヴェ ・ ベルナール氏である事が明らか
になり、 当館への写真画像データの寄贈が実現しました。
1877 年は沖縄県になる前の琉球藩だった時期で、 現存する
最古の首里城の写真と思われます。 写真（参①～③）は当
館のデジタルアーカイブ 「貴重資料デジタル書庫」 でも公開して
いますので、 是非ご覧になってください。
参考資料︓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
①　『Temple dans la cour du palais de l'Ô-Sama 
[ 首里城正殿 ]　[ 静止画資料 ]』
②　『Environs du palais de l'Ô-Sama, à Tchouri [ 首
里王城の図 ( 瑞泉門 )]　[ 静止画資料 ]』

③　『Route de Tchouri, Capitale des îles 
Lieou-Tchou [ 崇元寺の風景 ]　[ 静止画資料 ]』
④　『西洋の出会った大琉球　第二期第三巻』（Patrick 
Bellevaire ／編　Curzon Press　c2002）
pp.250-256 「Une visite aux iles Lou-Tchou, par M.  
J.  Revertegat. 1877」
⑤　『青い目が見た 「大琉球」』（ラブ オーシュリ／編著　上原 
正稔／編著　ニライ社　1987.8）

　　　　　

　

※写真の原版所蔵者︓Hervé Bernard, France

No.122( 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

18 20
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24
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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。

27

1 4 5

7   8 10
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11 12 13

14 15

2 3 6

  9

16

写真の出典︓参①

写真の出典︓参②

写真の出典︓参③


