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　４月より沖縄県立図書館長を拝命しました宮城です。
　さて、４月は入学や就職、職場の異動と胸躍るシーズン
です。新年度もコロナ禍は変わりませんが、各自対策を
忘れず、楽しい毎日を送りましょう。当館においでの際は
マスクを忘れずにお願いします。
　当館では、みなさまのニーズに応えるべく、「沖縄県立
図書館運営方針」を策定し、今後５年間これに基づいた本
の貸出、情報の提供、館の利用など取り組んでまいります。
　気付いた点があれば、ホームページ等でご意見をいただ
けると幸いです。
　引き続き県民の皆さまには、
当館運営にご理解とご協力いただき
ますとともに、新年度の当館利用も
宜しくお願いいたします。

新館長あいさつ

電子書籍サービス始めました！
　3/10 から沖縄県立図書館でも電子書籍サービスが
開始されています。
利用カードをお持ちの方なら、お手持ちのパソコン、
スマートフォン、タブレットから、いつでも電子書籍
を利用することができます。
ご利用は My ライブラリからアクセスしてください！

４月から新しい生活を始める方も多いはず！
　電子書籍サービスにはリモートワークに関する本、
料理の本、学校生活に関する本など、新生活に役立つ
本があります♬ぜひ、ご活用ください！

③当館提供のコンテンツからお好きな電子書籍をお選びください！

①沖縄県立県図書館ホームページからＭｙライブラリにログイン
②電子書籍「KinoDen」のリンク（下のバナー）をクリック



3/17 ～4/19 4F 新入社員応援フェア
わくわくドキドキの新生活。マナー本、

仕事術、簡単にできる自炊レシピ本を展示︕
沖縄県立図書館

3/24 ～4/19 4F 新書フェア 司書おすすめ新書サイズ本特集開催中︕ 沖縄県立図書館

3/31 ～4/26 4F
歴代本屋大賞作家・
ノミネート作家特集

大賞受賞者とノミネート作家過去作品を展示中︕ 沖縄県立図書館

3/10 ～5/10 3F りっかりっかとしょかん 4/30の図書館記念日に開催される図書館普及活動をご紹介 沖縄県図書館協会

3/24 ～4/26 3F 子どもの本展示
「この年齢の子はどんな本を読むのかな︖」という

疑問にお答えします︕ぜひご覧ください♬
沖縄県立図書館

3/24 ～4/6 3F
おきでん「ひかりの写真
コンテスト」受賞作品展

おきでん「ひかりの写真コンテスト」の受賞作品を展示 沖縄電力

3/24 ～4/12 3F ほんとの出会い、本との出会い よい本との出会いをお手伝いします︕ 沖縄県立図書館

3/24 ～4/26 3F
沖縄県立図書館＆沖縄県

子ども読書指導員のおすすめ本
お子様の年齢に合わせたおすすめ本を展示中です♪ 沖縄県立図書館

3/31 ～4/26 3F 領域展開
某作品が好きな職員によるオタク系展示です。今回は
日本書紀や篆書に関する図書を中心に展示します︕

沖縄県立図書館

4/14 ～4/26 3F 発明の日展示 毎年4月18日は「発明の日」です︕ 総合事務局

4/7 ～4/19 3F 春の交通安全県民運動 4/6から4/15まで「春の全国交通安全運動」実施です︕
沖縄県

消費くらし安全課

1/20 ～4月頃まで 5F 沖縄本ナビ～知るための10冊 沖縄本ナビ～知るための10冊パネル展示です︕ 沖縄県立図書館

『おしいれのぼうけん』
こいで やすこ　さく／福音館書店

　さくらほいくえんにはこわいものが
二つあります。ひとつはおしいれで、
もうひとつはねずみばあさんです。
　ある日、いたずらをやめなかった
さとしとあきらは…。　

らびんちゃーだよりわ

※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。

『ころわんがはるみっけ！』
間所 ひさこ　作，黒井 健　絵／ひさかたチャイルド

　ちょうちょうに「春はいいこと、
いっぱいよ !」と聞いたころわんは
いいこと探しにでかけました。
菜の花やつくしを探して野原へやって
きたころわんは、かえると一緒に小川
の岸へ行って…。

4 月のおすすめ本

展示 5F

月 

の 
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4
展示 4F

展示 3F

？？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！

あたらしい季節がやってきました！
みなさんこれから１年間どきどきとわくわく
の連続になるといいですね。今月はどきどき

わくわくする絵本を紹介します。

4 月のおはなし会はお休みです
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着図書紹介
一般図書

子どもの本

おきなわの本

コンジュジ

コロナと潜水服

キュロテ・ドゥ
世界を変えた15人のスゴい女たち

ペネロープ・バジュー／著
関澄 かおる／訳

どうして言いたいことが言えないの?
人間関係がラクになる“正しい境界線”の引き方 山本 美穂子／著

世界で一番美しい野生ネコ図鑑

元彼の遺言状

0歳からのスキンケア

芥川賞候補傑作選
平成編1　1989-1995

中国が反論できない真実の尖閣史

尖閣諸島が本当に危ない!

世界自然遺産でたどる美しい地球

海外の有名大学に、リモートで留学する

ノーマン・ロックウェルカバー画集

学校の怪談5分間の恐怖
花子さん?だれそれ?

こんなむずかしいまちがい
さがしみたことない!!!!!

メアリアン・ウルフ／著
大田 直子／訳

水口 博也／編著
秋山 知伸／編著

奥田 英朗／著

高木 秀雄／監修

姫松 冬紫／著

ノーマン・ロックウェル／[画]
クリストファー・フィンチ／著
富原 まさ江／訳

中村 まさみ／作

ー

こんなむずかしい
まちがいさがしみた
ことない制作委員会／著

友利 新／著

鵜飼 哲夫／編

石 平／著
いしゐ のぞむ／史料監修

新川 帆立／著

ワンワンと
いないいないばあっ!

ハワイと沖縄の架け橋　 高山 朝光／著

潮 匡人[ほか]／著

新

図

　

電子書籍サービスから
Pickup ︕︕

首里城焼失から再建への道のり 沖縄タイムス社／編集

　3 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

木崎 みつ子／著

かがくの天才
ウキウキ小学1年生 榊原 洋一／監修

みんなはアイスをなめている
おはなしSDGs 貧困をなくそう

安田 夏菜／作
黒須 高嶺／絵

デジタルで読む脳×紙の本で読む脳

普段は図書館に行かないと
利用できない辞書類が、気軽に
お家からアクセスできます！
電子書籍での辞書の利用はなじみが
ない方も、目次もニュッと出せて
書籍内検索もできます♪
便利ですよ～！
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図書館カレンダー 4 月

ぜひご登録
ください

Q, 詩人　仲村　渠（なかむら　かれ）の作品が掲載されている本・雑誌や、仲村自身について 
     書かれた本が読みたい。

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.　　以下の資料を紹介した（質問者の提供資料を含む）。
　【仲村　渠の作品が掲載されている本・雑誌】
①『那覇　創刊號』「那覇」発行所、1940　所収作品：「雌」
②沖縄文学全集編集委員会『沖縄文学全集　第 1 巻』　海風社
　1991 年、pp.182-200
 まとまった数の仲村の詩が収録されている。「あなたの顔」
 ほか 43 編を収録。また青空文庫
 （https://www.aozora.gr.jp/index.html 2021.3.15 閲覧）　でも  
 同書を底本とする詩が閲覧できる。
③日本詩人協会／編『現代詩　昭和 16 年春季版』　
 日本詩人協会／編　河出書房、1941 年、pp.127-133
 所収作品：「氏」「某」「服装」「水浴び」「銭湯より帰る」「冒険」
　　※すべて①にも収録あり
④日本詩人協会／編『現代詩　昭和 16 年秋季版』　河出書房　
　1941 年、pp158-166
　所収作品：「戦場掃除抄」「砲弾の跡」「藁」「種子」「春」
　　　　　　「お菜」「溜池」「仔」「小閑」「雪隠」「携帯天幕」
⑤日本詩人協会／編『現代詩　昭和 17 年春季版』河出書房　
　1942 年、pp.71-79
　所収作品：「花暦の歌」「山峡にて」「稲田にて」「水源地」
　　　　　　「浚渫船」
⑥馬上　太郎／編『月刊文化沖縄 [ マイクロフィルム複製本 ]
　第 4 巻第 1 号』沖縄県立図書館、2010 年、p.22
　所収作品：「魚雷の歌」

⑦⑥うるま新報社／編『うるま春秋　第 1 巻第 1 号』
　うるま新報社、1949 年、p.9　所収作品：「海のあきんど」
⑧神村 朝堅、おきなわ社／編『おきなわ 第 3 巻第 7 号 ( 第　   
    23 号 )』おきなわ社、1952 年、pp.24-25
　所収作品：「（遺稿）余の幕舎を訪う客人に」
⑨『琉球史料 第 9 集』  文化編 1 琉球政府文教局教育研究課／編
　琉球政府文教局　1965 年、p.113
　所収作品：「刑務所の附近 / 仲村渠 ( 演劇映画 1950 年 6 月号 )」
⑩新屋敷　幸繁／編『南方楽園 [ 複製本 ]　第 1 巻第 1 号』
　沖縄県立図書館、2014 年、pp.18-19
　所収作品：「風景画」

【仲村　渠について書かれている本等】
①南涛文学会／ [ 編 ]『南涛文学　第 18 号』　南涛文学会　　
　2002 年、pp.101-103「詩人仲村渠 ( かれ ) さんのこと」
②牧港　篤三『幻想の街・那覇』新宿書房、1986 年 pp.73-85
　「詩人の風景（一）仲村渠」「街・人・映像」
③牧港　篤三『沖縄人物シネマ　会った人、すれちがった人』
　ボーダーインク、2004 年、pp.164-167「半襟屋を営む詩人」
④仲程昌徳『琉書探究』新泉社、1990 年、pp.132-140
　「仲村渠の飛躍と投稿詩人」
⑤『図書　2021 年 2 月　第 866 号』岩波書店、2021、
　pp.50-53 斎藤　真理子「詩人・仲村渠の路地をたどる」

No.115( 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

沖縄県立図書館

日 月 火 水 木 金 土
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【仲村　渠（なかむら　かれ、1905-1951 年）】本名　仲村渠致良（ちりょう）。那覇市生まれ。
　中学卒業後に上京、北原白秋の主宰する芸術雑誌『近代風景』に参加し、1927 年から詩やエッセイを発表し始める。同年
 沖縄に帰り、家業を手伝うかたわら詩活動を行なう。1940 年には牧港篤三、花城具志（小野重朗）らと同人誌『那覇』を刊行。
 戦後は琉球新報の前身『うるま新報』の記者となり、短歌、俳句を扱う文芸欄「心音」を設けるなど文芸面に力を入れた。
 雑誌『うるま春秋』の編集人も務めている。一冊も詩集を出していないため、まとめて作品を見ることが難しい。

 参照文献：沖縄大百科事典刊行事務局『沖縄大百科事典　下巻』および『〃中巻』沖縄タイムス社、1983 年
                  牧港　篤三『沖縄人物シネマ　会った人、すれちがった人』ボーダーインク、2004 年


