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臨時休館のお知らせ
　新型コロナウィルスの感染拡大防止のため、入館制限を行い予約資料の貸出等を行っておりましたが、
県内における新型コロナウイルス感染拡大の状況を鑑み臨時休館いたします。

①休館期間　令和 2年 4月 11日（土）～ 5月 20日（水）
　　※感染拡大の状況によっては、休館期間を変更する場合もありますので、ご注意ください。

②現在借りている本は図書館開館後 1週間以内にお返しください。

③4月 10 日（金）までに予約した本の取り置き期限は、
　図書館開館後 1週間以内です。

継続するサービス

利用者の皆様には、ご不便をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。

レファレンス調査・相談（電話・メール・ファクシミリ・手紙）
複写サービス（郵送のみ）
来館困難者資料郵送サービス
広域サービス（一括・協力貸出）
子どもの読書活動推進研究室における貸出（電話予約制）
遠隔地返却サービス（返却する図書館が休館の場合は停止します）

知っていましたか！？

沖縄県立図書館では、本の消毒器（左の写真参照）
『ブッククリーンCOCOCHI』を設置しています。
ブッククリーンでは、約１分で紫外線除菌ランプにより、
細かいゴミや大腸菌・カビなどの雑菌を除去・除菌することが
できます。消毒時間は約１分ほどです。
図書館3Fに設置しています！

図書館で本の消毒が
できるんです！↑セットして、消毒↓

約 1分



わらびんちゃーだより
5 月のおすすめ絵本 そろそろ梅雨に入る 5月。みなさんは何をしてすごしますか？

今月は雨の日に読むと楽しくなる絵本を 2冊紹介します♪

『おじさんのかさ』
佐野洋子　作・絵／講談社

雨の日におじさんが出会った

素敵なできごと

りっぱなかさがぬれるのがいやで、

かさをさそうとしないおじさん。

ある雨の日、子どもたちの歌をきいた

おじさんは、はじめてかさを広げて

みました。すると……。

『どしゃぶり』
おーなり 由子文／はたこうしろう絵／講談社

ばらばらっ、じゃばばば、

ぶっしゃーん…。ぼくのところに、

雨の声が降ってくる。

傘なんてけっとばして走れ ! 

どしゃぶりと遊ぼう ! 

雨の音が聞こえる絵本。

5 月
の
展示

とっても便利な

Myライブラリのご紹介
使っていますか？

※ご利用いただくには、県立図書館の利用カード（資料貸出券）に加え、パスワードが必要となります。

　沖縄県立図書館ホームページの My ライブラリはご存知ですか？

My ライブラリでは、インターネットを通じて、借りている本の情報を確認できたり、予約や延長申請などが行えます。

Myライブラリは
こちらから↓↓

借りている本の確認

本の予約

過去に借りた本の確認

本棚の作成

キーワードによる検索

ＳＤＩの設定

返却期限の確認、貸出延長も！

予約申請、予約した本の状況が確認
できます！　※臨時休館中は予約不可

「前に読んだ本の題名なんだっけ？」
に対応！

気になった本の登録をすることが
できます！

もちろん、キーワード検索による
本・雑誌の検索も可能！

ＳＤＩ（新着本お知らせサービス）で
新着情報をお知らせ！

※休館期間の変更に伴い、展示期間など変更する場合があります。

場所 タイトル 内容 主催団体

5/21 ～5/25 3F 愛鳥週間 令和元年度ポスターコンクール入賞作品展 沖縄県自然保護課

5/21 ～6/8 3F 沖縄県消費者月間 消費者問題に関する普及啓発展示
沖縄県

消費生活センター

5/21 ～6/8 3F 世界禁煙デー・
禁煙週間パネル展

世界禁煙デー・禁煙週間の普及啓発展示 沖縄県健康長寿課

5/27 ～6/8 3F 沖縄県議会議員
選挙関係展示

沖縄県議会議員選挙普及啓発展示 沖縄県選挙管理委員会

5/27 ～6/22 3F ウチナーネットワーク
パネル展

移民県沖縄の取組や県費留学生の出身国紹介 沖縄県交流推進課

期間

※赤字は休館延長に伴い変更しました。



新着図書紹介

図書館職員の
おすすめ本紹介

一般図書

子どもの本

おきなわの本

年金生活の不安、解消します 　丸山 晴美／著，
谷内 陽一／著  

かぎ針で編むショール&ストール　
編み方から巻き方まで

　寺西 恵里子／著

ひとり暮らしで犬を飼う 井原 亮／監修，
矢島 信一／医学監修

病まないための細胞呼吸レッスン
ハーバード&ソルボンヌ大学Dr.根来の特別授業 　根来 秀行／著

足がスッと上がるようになる5秒キープの筋肉貯金
ずっと歩ける!転ばない!「長生きかべトレ」

　宮本 晋次／著，      
 佐々木 政幸／監修

おしゃべりな糖　第三の生命暗号、糖鎖のはなし 　笠井 献一／著

momoto　vol.41 　いのうえ ちず／編集長

沖縄 記憶と告発の文学
目取真俊の描く支配と暴力 

一刀両断

方言の研究 5 
特集移りゆく現代方言 　日本方言研究会／編集

リアルフェイス 　知念 実希人／著

没後も社会貢献　高等教育エンダウメント
文化の導入&教育への投資で世界を改造 　岸本 正之／著

はじめてのワイヤーデザイン リング&ブレスレット 　塚本 ミカ／著

マネしたい!みんなのお掃除のコツ・ワザ・知恵 　 洋泉社編集部／編

心と体のもやもやがスーッと消える食事術 　 工藤 孝文／著

オトナ女子の謎不調、ホントに更年期? 　 まき りえこ／著

尾西 康充／著

櫻井 よしこ／著

みつきの雪 眞島 めいり／作，
　牧野 千穂／絵 　

旅するこどものドイツ語　
ミュンヘン編　

日本の歴史人物悪人?事典 河合 敦／著

のりまき

コンデックス
情報研究所／編著

小西 英子／さく

4 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点があれば

カウンター職員にお尋ねください。

『はじめまして！』

　沖縄を拠点にパーティーダンサーとして活動している著書が、

新しい命の誕生を、可愛らしいイラストで描いています。

お母さんと赤ちゃんの会話だけでストーリーが進んでいくので、

誕生を待つお母さんとこれから生まれる赤ちゃんの、それぞれの

想いがより伝わってきます。きっと、読み終わった後はあたたかい

気持ちになっていることでしょう。　　　　　　　　（職員　Ａ・Ｔ）

Shu Ashimine / 著
みらいパブリッシング



沖縄なんでも Q&A No. 104
( 郷土資料レファレンス事例 )

facebook twitter令和 2 年（2020 年）5 月発行　第 137 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 )　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

図書館カレンダー 5 月

ぜひ
ご登録下さい♬

Q, 琉球における天然痘種痘のはじまりについて知りたい。
A. 天然痘に対する方法として、中国で宋時代（997-1021）に、人痘吹鼻法が発案されました。人痘吹鼻法

とは、天然痘にかかった患者の痘痂（かさぶた）を保存しウイルスを弱毒化させ、これを粉末にして、竹

筒を用いこれをこどもの鼻に吹き入れます。弱毒化したウイルスに人為的に感染・発症させ抗体を得る方

法です。

　薩摩に留学していた医師の上江洲倫完（うえず・りんかん）（1732-1812）は、琉球での天然痘の流行を

受け、長崎の医師から人痘吹鼻法を習いました。上江洲は症状の軽い患者から採取した「善痘」を採取し

帰国したあと、1766 年に王府命令によりこれを用いて流行の制御を行いました。これが沖縄初の人痘法と

されています。その後も全島規模で十数年ごとに若年者に対し種痘を行い、1851 年施行の際には皮膚接種

法に方法が変更されました。

　人痘法は、軽症とはいえ天然痘を発病するため、困窮者には治療がいきわたらず命を落とすこともあり

ました。その後、1798 年に英国の医師・科学者のエドワード・ジェンナーが牛痘法を発見。牛の牛痘にか

かった女性の膿を別のこどもに接種させることで天然痘の抗体を得、そのこどもが天然痘にかかったとき

も発症しないか軽症ですむことを実証しました。これが近代のワクチンのはじまりとなります。実験を経

て安全性が高いと判断し、1868 年、琉球王府でも人痘法にかわり牛痘法が採用されました。

参考文献：

「沖縄大百科事典　上 ア～ク」（沖縄大百科事典刊行事務局 / 編、沖縄タイムス社、1983.5）

「沖縄疾病史」（稲福盛輝 / 著、第一書房、1995.9）

「琉球の種痘」（金城清松 / 著、琉球史料研究会、1963.3）

「牛痘法『伝授証明書』の前後」戸口眞清 (「沖縄文化」49 号、沖縄文化協会、1978.4)

「近世の南西諸島における 天然痘の流行パターンと人痘法の施行」小林茂

　（「歴史地理学」197 号 p47-63、歴史地理学会、2000.1）

「種痘伝来　日本の開国と知の国際ネットワーク」（アン・ジャネッタ / 著、岩波書店、2013.12）

6

は休館日です。

日 月 火 水 木 金 土

1 2

3 4 5   7   8   9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

図書館に行けない今
だから ...

沖縄県立図書館のホームページを見てみませんか？
沖縄県立図書館は、図書や関連情報の紹介を通じ、
地域や県民の皆様の課題解決を支援しています。

現在、高い関心を集めている「新型コロナウイルス」に
ついて、沖縄県立図書館ホームページで各省庁による
関連情報サイトや図書館所蔵の関連資料を探すための
キーワード、県内各公共図書館の休館・開館情報などを
まとめています。
また、twitterやfacebookもご覧ください。

HP


