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公開セミナー中継「ラジオを楽しむ！J-WAVE SELECTION GENERATION TO GENERATION~STORIES OF OKINAWA~」

参加無料 要予約 「戦後沖縄の放送の歩み」をテーマとした展示の関連イベントとして（公財）放送番組センター

主催の公開セミナー(横浜会場)映像をライブ上映します。

出演：ジョン・カビラ、 川平 朝清、 高知尾 綾子

場所：沖縄県立図書館 3階ホール ※中継映像の上映となります

放送番組センター 公開セミナー 「放送アーカイブで語る沖縄の今」

参加無料 要予約 沖縄の番組制作者を招き、番組制作への思い、放送アーカイブの利活用の意義などについて

語ります。 また、当館での視聴可能番組なども紹介します。

出演：狩俣倫太郎（琉球放送）、 平良いずみ（沖縄テレビ）、 島袋夏子 （琉球朝日放送）

場所：沖縄県立図書館 3階ホール

アメリカ情報コーナー関連プログラム 講演 「多様性を支援する米国の図書館」

ＳＤＧｓやＬＧＢＴＱ＋へ関心がある方は、是非ご参加ください！

講師：デヴェン・ファーマー氏（ＭＣＣＳ※沖縄図書館プログラム館長）
※ＭＣＣＳとは海兵隊コミュニティ ・ サービスのこと

場所：沖縄県立図書館 3階ホール

参加無料 要予約

報告者
さきやま

西表東部
西表東部では、来館者数82名、588冊の貸出を行いました。
初日は閉館時間ぎりぎりまで、部活終わりの子どもたちが本を選
ぶ様子に、嬉しくなりました。開催にご協力いただいた現地の学校
司書の方とお話しすることもでき、島の子たちの読書・学習環境の
様子など伺いました。

空とぶ図書館 旅ろぐ

県立図書館では、図書館未設置町村等の住民に
読書機会を提供するため、町村教育委員会と連携し、
空とぶ図書館(移動図書館)を開催しています。

県立図書館は、広域的な自治体の責務として
市町村図書館のサービスを援助する役割があります。

公共図書館が設置されていない自治体への
「補完サービス」という位置づけで空とぶ図書館は
運営され地域の方々へ本を届けています。
今回は・・・
5月13日～14日に開催した西表東部での様子を
ご報告します。

空とぶ図書館とは？



場所 タイトル 内容 主催団体

6/1 ～6月下旬
沖縄県復帰50周年記念展示②

「若夏国体」

本土復帰を記念して1973年に開催された通称「若夏国体」関連資料を展示し

ます。
沖縄県立図書館

6/1 ～6/13 戦後沖縄の放送の歩み 戦後沖縄におけるラジオの歩みをたどる展示です。 沖縄県立図書館

6/1 ～6/27 レファレンス展示
「かつて中城公園に動物園・遊園地があった？」

本土復帰前、中城公園内に存在した動物園・遊園地について調べました。
沖縄県立図書館

6/1 ～7/4 海外移住の日関連展示
1990年、ハワイ沖縄センター建設にあたり、沖縄の赤瓦をハワイへ送る草の

根運動を行った方々を紹介します。
沖縄県立図書館

6/15 ～7/18 【巡回展】ひめゆりとハワイ
2021年10月～今年2月までひめゆり平和祈念資料館で開催されていた特別展

を図書館でも展示します。
ひめゆり平和祈念資料館

6月下旬 ～7月中旬
本土復帰50周年記念展示③

「海洋博」
1975年に開催された通称「海洋博」の関連資料を展示します。 沖縄県立図書館

6/8 ～6/27
放送ライブラリー視聴サービス

開設記念展示

当館で視聴できる放送ライブラリー配信番組コンテンツの紹介及び番組関連

資料の展示をします。
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

5/11 ～6/6
沖芸サテライト・ミニ・ギャラリー

vol.8

「赤塚美穂子展」及び　「Book List　沖芸の先生による、今読むべきこの

10冊！」の企画展示をします。
沖縄県立芸術大学

沖縄県立美術館・博物館

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 沖縄県立美術館・博物館

沖縄らしい SDGs 展示
6月テーマ：しまくとぅば、地域の歴史・伝統行事、SDGs、外国の歴史や文

化、外国語入門、科学、ICT、アート、キャリア教育、生涯学習
沖縄県立図書館

5/18 ～6/13 食べたらかんじゅう県産野菜
地産地消による野菜接種の普及啓発のため、パネル及び青果レプリカを展示

します。
沖縄県健康長寿課

5/18 ～6/13 歯と口の健康週間パネル展
歯と口の健康週間に合わせ、歯と口の健康に関する正しい知識の普及啓発を

行います。
沖縄県健康長寿課

5/25 ～6/6 世界禁煙デー・禁煙週間パネル展
世界禁煙デー・禁煙週間を踏まえ、喫煙や受動喫煙の害について啓発を図り

ます。
沖縄県健康長寿課

6/1 ～6/20 和菓子の日展示 和菓子の日にちなみ、和菓子や琉球のお菓子に関する資料を展示します。 沖縄県健康長寿課

6/1 ～6/27
６月は食育月間

～19日は「食育の日」～
食育月間に合わせて、普及啓発のパネルを展示します。 沖縄県健康長寿課

6/1 ～6/27
移民の日特別企画

「６月18日は移民の日」

６月１８日の移民の日にあわせて、移民県である沖縄県の取組を県民向けに

紹介します（世界のウチナーンチュの日等含む）。
沖縄県交流推進課

6/1 ～6/27 慰霊の日展示 慰霊の日にちなみ、沖縄戦に関する本を展示します。 沖縄県立図書館

6/8 ～6/20 「測量の日」パネル展
６月３日「測量の日」にちなみ、測量の意義及び重要性について、県民にわ

かりやすく伝え一層の理解を深めます。
沖縄県技術・建設業課

6/8 ～6/13
ごみ減量・リサイクル推進の取組

パネル展

６月の環境月間の取組の一環として、ごみ減量・リサイクルを推進し、県民

の廃棄物ならびにリサイクルに対する意識向上を図ります。
沖縄県環境整備課

6/15 ～7/4
「沖縄県ハンセン病に関する正しい知

識を普及する月間」パネル展

ハンセン病回復者等の名誉回復及び福祉の増進を目的に、県民への普及啓発

のためのパネル展とハンセン病療養所入所者の作品展を行います。
沖縄県地域保健課

6/15 ～7/18 【巡回展】ひめゆりとハワイ
2021年10月～今年2月までひめゆり平和祈念資料館で開催されていた特別展

を図書館でも展示します。
ひめゆり平和祈念資料館
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の
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。

16日
(木) 

定例お話会

読み聞かせボランティアのみなさんが
６月にぴったりな絵本の読み聞かせを
行います。

英語でおはなし会23日
(木)

読み聞かせボランティアのみなさんが
英語の絵本の読み聞かせを行います。

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。



子どもの本
ほたてのひみつ 小室 栄子／まんが

秋さけのひみつ マリサ／まんが

こんぶのひみつ 水木 繁／まんが

キノコトリップ ほんま わか／作・絵

ながみちくんがわからない 数井 美治／作，奥野 哉子／絵

マロングラッセ だるま森／作

５月に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

わ らびんちゃーだより

６月のおすすめ本

慰霊の日である6月23日は沖縄県民にとって平和を願う
大切な記念日です。
今月は平和についての絵本を紹介します。

『へいわってすてきだね』

安里 有生／詩 長谷川 義史／画
ブロンズ新社

みんなのこころから、へいわがうま
れるんだね-。2013年6月23日、沖縄平
和祈念公園での沖縄全戦没者追悼式で、
小学校1年生の安里有生くんが朗読し
た詩と、長谷川義史の絵で送る、平和
へのメッセージ。資料ID:1007179474

『へいわとせんそう』

たにかわ しゅんたろう／ぶん

Noritake／え
ブロンズ新社

「へいわのボク」と「せんそうのボ
ク」では、なにが変わるのだろう。
比べてみると、平和と戦争の違いが見
えてくる。谷川俊太郎の言葉と
Noritakeの絵による、これまでにない
平和絵本。

資料ID:1009226737

一般図書

古墳壁画の解読 長尾 志朗／著

働くことは人生だ! 君たちはどう
「はたらく」か? AI時代の「働き方」
トランスフォーメーション

野口 雄志／著

糖質中毒 瘦せられない本当の理由 牧田 善二／著

くり返す体の不調は「脳の動き」を
整えるとよくなる!
脳は頭蓋骨の中で動いている!

村上 剛／著

ドクロとダンスする時は
イラスト作品集
WHEN DANCING WITH SCULLs

サン・ユウジ／
著

東京下町界隈カメラ散歩 厳選21界隈 木戸 嘉一／著

地球にやさしい「本当のエコ」 苫米地 英人／著

環境カオリスタ検定公式テキスト
インターネット試験 Guidebook for 
The Environmen 2022年4月改訂版

t‐Kaorista, 森本 英
香，木村 正典／監修

ZEROの法則 THE LAWS OF ZERO 宇場 稔／著

博物館とこども 博物館社会連携事業強化
プロジェクト 博物館におけるこども向け教
育普及事業をテーマとしたオンライントーク
報告書

ロレアル「美」の戦略
ベアトリス・コラン，
ジャン=フランソワ・デ
ルプランク／著

Ｎ 道尾 秀介／著

おきなわの本

ジュゴンとマナティー ヘレン・マーシュほか／著

海の中から地球を考える
プロダイバーが伝える気候危機

武本 匡弘／著

又吉栄喜小説コレクション(1) 
日も暮れよ鐘も鳴れ

又吉 栄喜／著

又吉栄喜小説コレクション(2)
ターナーの耳

又吉 栄喜／著

又吉栄喜小説コレクション(3)
歌う人

又吉 栄喜／著

又吉栄喜小説コレクション(4) 
松明綱引き

又吉 栄喜／著



ある地域の風景を評価する方法として、8つの優
れた風景を選ぶ「八景」というものがあります。
有名なものとしては「金沢八景」や「近江八景」

などがあるほか、『琉球国志略』に掲載された八景を元
にして葛飾北斎が描いた「琉球八景」があります（ただ
し、北斎は琉球を訪れたことはありません）。

これらのようにその地域の景勝地を選び、その場所を
世に広く知らしめるという方法は古くから存在していま
した。沖縄でも先の「琉球八景」以外に、昭和の前半に
新聞社が主催して読者の投票によって八景を選ぶという
企画がありました。

1936（昭和11）年11月16日の沖縄日報2面には「沖縄八
勝投票」という記事が掲載されています。これは沖縄日
報社の主催によるもので、その中には「北山城趾（今帰
仁城跡）」や「鹽屋（塩屋）」、「瀬長島」や「万座毛
」といった名前が上位に挙がっています。また、同じ日
の3面には大型遊覧自動車20台で残波岬や名護の浦、北山
城趾や金武公園などを訪問するデモンストレーションが
行われたという記事もあります。現代のバスツアーのよ
うなものと考えられますが、同じ3面には景勝地アピール
の記事も掲載されており、かなり大掛かりな宣伝活動が
行われていたことが窺(うかが)えます。

なお、同じ11月16日付の3面に「熱烈な声と開票立会人
の了解を得て、首里城と波の上を特選とし「沖縄二景八
勝」を選定することになったので、この二勝地への投票
は無効とした」という記事が掲載されています。この時
代においても、首里城と波の上という場所は頭一つ抜け
た存在だったのかもしれません。

投票の経過については、この日も含めて毎日掲載さ
れていました。どのような場所が選ばれたのか気にな
るところですが、19日以降の新聞については所在が確
認されていないため、残念ながら最終結果については
不明となっています。

Q.
戦前の沖縄八景について、
いつ頃どのように決められた
のかがわかる資料はあるか。

No.129(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) ６月発行 第162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

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

は休館日です。

図書館カレンダー6月

参考文献
①『北谷町の地名 戦前の北谷の姿』
（北谷町教育委員会／編 北谷町教育委会
2006.3）p341

②『沖縄日報[マイクロ複製本] 昭和11(1936)年11
月・昭和13(1938)年1月～3月』
（沖縄日報社 1936.11,1938.1～3）1936（昭和11)      
11月16日～18日付

A.

1936（昭和11）年11月18日付 沖縄日報2面より
現在でも有名な場所や、今はその姿が失われてし
まった場所が投票されています。

来館される皆様へのお願い
・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。
・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。


