
8沖縄県立図書館通信
2022

2
月号

Okinawa Prefectural Library

第 158号

※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。

イベント 【放送大学沖縄学習センター客員教員による公開講演会及び関連展示 】

2
月 

の 

展 

示
（予定）

　

感染防止対策を徹底した上で開館いたします！！
　沖縄県内の新型コロナウイルス感染拡大防止のため、2 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。

【放送大学沖縄学習センター客員教員による公開講演会】

日時：2022年2月5日（土）・１２日（土）・１９日（土）・２６日（土）
14：00-15：30
場所：図書館３階ホール
参加：無料、定員30名
申込み：放送大学沖縄学習センター
　　　　TEL:098-895-5952　　ﾒｰﾙ：okinawa-h@ouj.ac.jp

テーマ・講師：
2/5(土)　「ロール・プレイングと心理学」
　古川卓（放送大学沖縄学習センター客員教授・琉球大学保
　健管理センター教授）

2/12(土) 「感染症とは？　感染症対策を一緒に考えましょう！」
　大湾知子（放送大学沖縄学習センター客員准教授・琉球大
　学医学部保健学科准教授）

2/19(土) 「ソサエティー5.0(そしてコロナ禍)を生きる新しい時
代の教育の在り方」
　藏根美智子（放送大学沖縄学習センター客員准教授・沖縄
　県教育委員会教育委員）

2/26(土) 「記憶のしくみと認知症」
　山本秀幸（放送大学沖縄学習センター客員教授・沖縄リ
　ハビリテーション福祉学院学院長）

【放送大学沖縄学習センター 公開講演会テーマ関連
本展示】
　
　内容：２月に開催される講演会の各テーマに関連する
　　　  本を紹介します。
　期間：令和４年２月２日～28日　
　場所：３階展示６

【放送大学沖縄学習センター 学生募集に関する展示】
　
　内容：2022年4月入学の出願期間に合わせ、放送大学の
　　　  紹介、パンフレットや募集要項の配布をします。
　期間：令和４年1月26日～3月14日　
　場所：４階カウンター側

1/12 ～2/7 5F 戦後沖縄の放送の歩み 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

1/19 ～2/7 5F レファレンス展示「マースヤー」 粟国島に伝わる旧正月の行事「マースヤー」を紹介します。 沖縄県立図書館

1/19 ～2/7 5F レファレンス展示「琉球八社」
波上宮をはじめとする、琉球王府時代からの由緒ある八社を紹介しま
す。

沖縄県立図書館

1/26 ～2/7 5F
レファレンス展示「昔、沖縄の庶民は
自国をどう呼んでいたのか」

歴史書上では古くから「りゅうきゅう」「おきなわ」のなまえは登場しますが、一
般庶民のあいだではどう呼ばれていたのか︖を紹介する展示です。

沖縄県立図書館

1月末 ～3/31 5F 沖縄を知るための10冊
テーマ「復帰、復帰と文芸、俳句、染織」
各ジャンルの専門家の選書によるおすすめの10冊を紹介します。

沖縄県立図書館

2/9 ～3/7 5F 「歴代宝案」 琉球王府時代の外交文書集「歴代宝案」を紹介します。 沖縄県立図書館

2/9 ～3/7 5F パスファインダー（調べ方案内） 沖縄・琉球の「家譜」「地名」の調べ方について紹介します。 沖縄県立図書館

1/26 ～3/14 4F 放送大学　学生募集に関する展示
2022年4月入学の出願期間に合わせ、放送大学の紹介、パンフレットや
募集要項の配布をします。

放送大学沖縄学習センター

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



※保育園など団体で参加する場合、 事前に相談ください。

　2 月には節分があります。 図書館にある節分に関する本
を紹介します。

　節分の日にやってきた 「せつぶんセブン」。
大豆を炒って準備をしたら、 子どもたちといっ
しょに鬼のお面づくりを始めます。 ますの中に
豆を入れてもらって、 鬼の役と豆まきの役に
わかれたら…。

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。

『まめまきできるかな』
すとう あさえ／ぶん

田中 六大／え
ほるぷ出版

　今日は節分。 まめをまいて、 おに
を追いはらう日です。 まこちゃんはま
めをまく練習をしますが、 なかなかう
まくできません。どうしたらいいのかな? 
日本の行事をやさしく伝える絵本。
　　

2 月のおすすめ本
さーて、今月のおススメ本は・・・？

月 

の 

展 

示

2

？？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！

24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。

2 月のおはなし会

英語でおはなし会

17日
（木）

（予定）

『せつぶんセブン』
もとした いづみ／作
ふくだ いわお／絵

世界文化社

1/26 ～2/14 3F 佐川毅志・理紗絵画展 絵画を約40点展示します。 佐川毅志氏

1/26 ～2/14 3F こんなにあった世界の言葉
アジア・ヨーロッパ・アメリカを中心に言語関係の資料を集め、世界で
使われている様々な言語の展示を行う。

沖縄県立図書館

1/26 ～2/14 3F ハッピーバレンタイン
季節に合うお菓子のレシピ本やラッピング、花束、贈り物関係の資料を
集めて展示を行う。

沖縄県立図書館

2/2 ～2/14 3F
沖縄平和賞・ちゅらうちなー草の根平
和貢献賞

沖縄平和賞および歴代受賞者を紹介する。 沖縄平和賞委員会

2/2 ～2/14 3F  知財パネル及びパンフレット等配布
知財財産に関するパネル展示やＩＮＰＩＴ沖縄県知財総合支援窓口に関するパンフ
レットを配布することにより、知財制度及び同窓口を紹介する。

ＩＮＰＩＴ沖縄県知財総合支援窓口

2/2 ～2/14 3F
復帰50周年記念シンボルマークの県民
投票

県では復帰50周年を象徴する「沖縄復帰50周年記念シンボルマーク」を一般公募し
ており、2次審査として対象作品を示し、シールで投票してもらう展示を実施する。

沖縄県秘書課

2/2 ～2/21 3F 健康医療　フットケア
2月10日のフットケアの日に合わせ、フットケアに関する資料を集め展
示を行う。

沖縄県立図書館

2/2 ～2/28 3F 放送大学公開講座関連展示 ２月に開催される講演会の各テーマに関連する本を紹介します。 放送大学沖縄学習センター

2/7 ～2/21 3F 島尻特別支援学校　児童・生徒作品展
地域社会に対し、児童・生徒の図工・美術の作品を紹介し、本校の教育
活動や特別支援学校の児童・生徒に対する理解啓発の機会をつくる。

島尻特別支援学校

2/16 ～2/28 3F さくら猫展示（ねこの日） ねこの日に合わせ、ねこに関する資料を集め展示を行う。 沖縄県立図書館

2/16 ～2/28 3F
第39回美ら海図画コンクール　入賞者
移動展示会

今年で39 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
まにご紹介する。

日本トランスオーシャン航空株
式会社

2/16 ～2/28 3F
性の多様性の尊重に関する周知・啓発
パネル展

パネル展を開催することで、性の多様の尊重に関する周知・啓発を行
う。

有限会社アイディーブランド

2/16 ～3/14 3F 動物愛護飼養について 動物愛護飼養についての普及啓発のパネル展を行う。 那覇市環境衛生課

2/23 ～2/28 3F 健康医療　女性の健康
3月1日から8日までの女性の健康週間に合わせて、女性の健康に関する
資料を集め展示を行う。

沖縄県立図書館

2/23 ～2/28 3F 琉球文化日本遺産魅力発信事業
日本遺産に登録された[琉球王国ストーリー]の認知拡大を図る。併せて、日本遺産
の構成文化財に指定された史跡や施設を観光資源として活用出来るよう広く県民に
PR をする。

有限会社アイディーブランド



着図書紹介 一般図書

子どもの本

おきなわの本

hibi hibi自分がよろこぶ暮らしかた　
心が快適になる、ほんの少しのヒント84　

トーベ・ヤンソン 人生、芸術、言葉　　

カリスマ保育士てぃ先生の子育て〇×図鑑
子どもが伸びるスゴ技大全　　

てぃ先生／著

人生でいちばん大切なことは
グリム童話が教えてくれる　 植西 聰／著

今さら聞けない投資の超基本　株・投資信託
・iDeCo・NISAがわかる，ビジュアル版

きれいな字のひみつ　
明日からきっと自信がつくコツ

子どものスポーツパフォーマンスを
高めるトレーニングの基本

「ツトムの虫」を探して

奄美・喜界島の沖縄戦
沖縄特攻作戦と米軍捕虜斬首事件

動かなきゃ、何も始まらない
聴覚障がいのある息子を育てる母として、
「SPEED」から政治家となった女性として

工藤ノリコBOOK　絵本 マンガ 旅日記
イラストレーション　　増補改訂版　

365日でわかる日本史　
時代・地域・文化、3つの視点で「読む年表」

めざめの森をめぐる言葉　Sleeping Giant

やりたいことが見つからない君へ

中嶋 朋子／著

ボエル・ヴェスティン／著
畑中 麻紀／訳
森下 圭子／訳　

工藤 ノリコ／著

八幡 和郎／著　

泉 美智子／著
奥村 彰太郎／監修　

永井 晋／著

小貫 篤／著

坪田 信貴／著

比嘉 進／著

大倉 忠夫／著

青山 浩之／著

法は君のためにある　
みんなとうまく生きるには?

生きるって、なに?死ぬって、なに?
12歳から考える答えはないけど、
大事なこと。

南米レストランの料理人　

新

図

　

　一般エリアから
　Pickup ︕︕

　1 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

asako／著

八条院の世界　武家政権成立の
時代と誇り高き王家の女性

りすのおふろやさん

ヤングでは終わらないヤングケアラー　
きょうだいヤングケアラーのライフステージと葛藤　

仲田 海人／編著
木村 諭志／編著

　本屋で、「東大、京大で1番読まれ
た本」と紹介されていたことから気になって
手に取ってみました。最初の章「グライダー」
で、この本の紹介の際に引用されている、
「日本の学校教育ではグライダー型人間を養
成しており、社会に出たら自力で飛行できる人
間が求められる」ことについて外山先生の見解があ

盛口　満／著

レフトハンド・ブラザーフッド(上・下）

今井 絵理子／著

知念 実希人／著

たなか しん／作・絵

めからはいりやすい
ウイルスのはなし　

大久保 祐輔／作・監修
ミヤザキ／絵

漢那　朝子／著

りました。読んだ後、自分はどうか、どうすべきかを考えるようになりました。
  各章が短く読みやすい（私には難しい章もありました。）形式となっています。思考の整
理という難しそうなテーマであるにもかかわらず、あまりにも読みやすいので、言葉でこんなにも
分かりやすく表現することができるのかと感動しました︕おすすめです!
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図書館カレンダー2月

Q, 沖縄の行事料理に使われる餅についての資料が見たい。

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  .       以下の資料を提供した。
　①
『沖縄縣史 第 22 巻 各論編 10( 民俗 1) 復刻版』
　（琉球政府編、 国書刊行会、 1989.10）
p202－205　「三、 儀礼の食品（餅･酒･御三味）
　1　餅」 の項目に、 粢（しとぎ）についてや、 御茶
の子（ウチヤヌク）「清明祭や法事のときのお茶の子
は豆粉（マーミナクー／きなこ）でまぶす。 戦後になっ
て黒砂糖を入れた甘い餅をつくることが一般化し、 白
い餅と対にして法事 ・ 清明祭の供物とされるようになっ
た。」 と記述がある。

②
『沖縄 ・ 奄美の衣と食』（平敷 令治著、 恵原 義盛
著、 明玄書房、 1979.11）
p105-106　「（2）餅」 の項目に餅の種類と①粢に
ついてや、②御茶の子 「･･･戦後になって黒砂糖を入
れた甘いウチャヌクをつくることが一般化し、 白いウチャ
ヌクと対にして法事 ・ 清明祭の供物とされるようになっ
た。」 の記述がある。

③
『絵でみる御願365日』 （むぎ社//編・刊、2015.4）
p176　「重箱の詰め方供え方」 中、 「もち」 の項目
に 「もち重の使い分け」 として、 シーミーの際に用いる

餅についての記述がある。

④
『葬儀と儀礼の意味 : 沖縄の根の文化』（渡具知 
綾子著、 大宮印刷 ( 印刷 )、 [ 出版年不明 ]）
p100 「ビンシーの意味」 中、 「ビンシーセットの品々
の意味／餅」 の項目に、 供える餅の意味の記述が
ある。
p102 「重箱の意味」 中、「重箱の品々の意味／餅」
の項目に、 供える餅の意味の記述がある。

⑤
『浦添市史 第 4 巻 資料編 3 浦添の民俗』 （浦添
市史編集委員会編、浦添市教育委員会、1983.3）
p211－213　「第三章第二節　食生活（二） 餅と
行事」 の項目に、 粢についてや 「･･･沖縄の粉餅は
むしろ東南アジアや台湾との共通性のみられるものであ
る。 クバやサンニンの葉で包み蒸したカーサー餅も十五
世紀の与那国で作っていたことも文献 [ 『李朝実録』
「琉球史料」 第二集、 81 頁 ] にみられる」 と記述
がある。

No.125( 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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・ 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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