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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状況により、県の判断で 8 月 15 日まで臨時休館となっています（8/1 現在）。

　 不便をおかけいたしますが、感染拡大防止のため、ご理解ご協力をお願いします。

時休館は継続中！！

介紹 　3Fに「グッジョブセンターおきなわ」のサテライトコーナーが設置されました。このコーナーには、グッジョブ

　センターおきなわの配布物が設置されています。

　「グッジョブセンターおきなわ」は、就職・雇用等に関する求職者や事業主などの様々なニーズに対応するため、

沖縄県や労働者団体、経営者団体など公労使が一体となって沖縄県の雇用情勢の改善に取り組むことを目的とした

事業を実施しており、若年者、中高年、女性など各階層に応じた職業紹介・相談サービスをお求めの方、また就職

に困難を抱えている方や離職を余儀なくされた方、生活安定支援をご希望の方はお気軽にご相談くださいとのこと

です。当図書館と同じビルに入居していますので、当コーナーを見て興味を持たれた方はぜひ足を運んでください。

8
月 

の 

展 

示
（予定）

6/15 ～9/6 5F 6.18　海外移住と沖縄 海外移住に関する資料の展示 沖縄県立図書館

7/14 ～8/9 5F
「ウルトラマン放映55周年」

（小展示）
1966年にウルトラマンが放映されてから今年は55年目です。
金城哲夫、上原正三を中心にｳﾙﾄﾗﾏﾝ関係図書を展示します。

沖縄県立図書館

7/21 ～8/16 5F
「奄美・沖縄　世界自然遺産登録に

向けて」
奄美・沖縄４地域の世界自然遺産登録に関連し各地域を紹介し
ます。

沖縄県立図書館

7/21 ～8/16 5F 「サガリバナとウミショウブ」
不思議な生態を持つ珍しい植物サガリバナとウミショウブにつ
いて紹介します。

沖縄県立図書館

8/4 ～8/30 5F 「南城市紹介展示」
南城市を舞台にしたTVアニメ「白い砂のアクアトーブ」放映
に関連し、同市及び併合前の４町村と、県内水族館を紹介。

沖縄県立図書館

8/11 ～8/30 5F 「終戦記念日関連展示」
沖縄地上戦を含む太平洋戦争の関連図書やレファレンス事例を
展示します。

沖縄県立図書館

8/18 ～9月上旬 5F 「サンマ裁判関連展示」
現在上映中の「ｻﾝﾏﾃﾞﾓｸﾗｼｰ」に関連し、米軍統治下の沖縄で起
こった「ｻﾝﾏ裁判」の関連図書やﾚﾌｧﾚﾝｽ事例を展示します。

沖縄県立図書館

5/12 ～8/9 4F
沖縄県立芸術大学×沖縄県立図書館

連携事業Vol.6
「沖芸サテライトミニギャラリー」
「沖芸の先生による今読むべきこの15冊」

沖縄県立芸術大学
沖縄県立図書館

6/30 ～8/16 4F 放送大学の募集関連展示 放送大学の募集に関連した資料を展示思案す︕︕ 放送大学



※保育園など団体で参加する場合、 事前に相談ください。

　いろいろなところで夏祭りが行われるこの季節。 みなさん
は何が楽しみですか︖屋台の食べ物︖それともゲーム︖　
いやいや、 やっぱり夏と言えば花火でしょう︕キラキラときれ
いな空の花を絵本でも見てみませんか︖

『ねこのはなびや』
渡辺 有一／作　

フレーベル館
　夜空に打ちあがる花火の数々は、
猫の花火師にとって一年に一度の晴
れ舞台。
小玉、 中玉、 大玉が景気よくあが
る、 あがる。 しかけ花火のナイアガ
ラは超ワイドページで描かれています。

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。

『はなびドーン』
カズコ G. ストーン／さく　

童心社

　夜空にあがる、 色とりどりの花火。 「ド
ーン」 「ピカピカピカ」 …。 あかちゃんが
大好きな、 楽しい音やきれいな色 ・ 形
がいっぱい ! 花火のキラキラした世界を
描いた、 万華鏡のような絵本。 　

8 月のおすすめ本
さーて、今月のおススメ本は・・・？

月 

の 

展 

示

8

？？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！

26日
（木）

※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。

8 月のおはなし会

英語でおはなし会

（予定）

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

7/21 ～8/16 3F
グリーンリボンアート募集＆意思表

示普及啓発
10月は臓器移植普及推進月間。月間に向けてｸﾞﾘｰﾝﾘﾎﾞﾝｱｰﾄの
募集を行う。

沖縄県保健医療福祉事業団

7/28 ～8/9 3F ちゅら島環境美化促進月間パネル展
ちゅら島環境美化全県一斉清掃実施に関連して、パネル展を実
施します。

沖縄県環境整備課

7/28 ～8/16 3F 原爆と戦争展
「原爆と峠三吉の詩」「沖縄戦の真実」「全国の空襲」などの
パネル展示

沖縄原爆展を成功させる会

8/4 ～8/16 3F 戦争と平和展 「終戦の日」にちなんだ展示を行います 沖縄県立図書館

8/4 ～8/30 3F 岡本尚文選書「本から知る沖縄」
『沖縄島建築』や写真集『沖縄 外人住宅』を手掛けた写真家
が選ぶおすすめの本と氏自身の作品を展示。

ホテル　アンテルーム
沖縄県立図書館

8/11 ～8/23 3F 世界自然遺産 沖縄県民カレッジ美ら島沖縄学講座との連携展示 県生涯学習推進センター

8/18 ～9/6 3F 令和３年度沖縄県消費者月間 安全・安心で豊かな消費生活の実現に向けての啓発展示 沖縄県消費生活センター

8/18 ～9/6 3F
戦世の首里城
第32軍司令部壕

第32軍司令部壕の模型、航空写真を展示し映像を流す
第32軍司令部壕の保存・公開を求

める会

8/18 ～9/6 3F スポーツのチカラで世界を元気に
東京ｵﾘ･ﾊﾟﾗの時期に合わせて、JICAが開発途上国等で行う「ｽ
ﾎﾟｰﾂ×開発事業」を紹介。

JICA沖縄

8/18 ～9/6 3F 佐川毅彦・毅志・理紗絵画展 親子３人の絵画展 佐川毅彦



着図書紹介 一般図書

子どもの本

おきなわの本

最速ショートカットキー

なんで家族を続けるの?

マイノリティ問題から考える社会学・入門
西原 和久／編
杉本 学／編

日本の装束解剖図鑑 八條 忠基／著

「雨ダルさん」の本

カラダにやさしいコンビニごはん100

病気をして、よかった!!

沖縄文学の魅力

ギターで奏でる沖縄ソング

沖縄さかな図鑑

大人になっても思春期な女子たち

「こだわりさん」が強みを活かして働けるようになる本

世界のおやつ　おうちで作れるレシピ100

不安な時代に踏み出すため
の「だったらこうしてみたら?」

中学生のための人生が変わ
る勉強法

佐藤 純／[著]

内田 也哉子／著
中野 信子／著

大美賀 直子／著

銀河／著

鈴木 文／著
植松 努／著

ウェルザード／著

福冨 崇浩／著

原 信一郎／著

平倉 信行／アレンジ・演奏

　を想像し、感じたことのないような感情が湧き、疑似体験をした
　かのように、心の中で病気に対する備えができた気になります。
　本書は、グリーンリボンアート募集展示にあります。健康といのちについて
　考えてみてはいかがでしょうか。

平澤 芳恵／著

カラダ探し　[第1夜]2

かぶとむしのぶんぶんちゃん
うまれたよ!

ねもと まゆみ／作
たけがみ たえ／絵
須田 研司／監修

momoto Vol.46　　 -

新

図

　

展示エリアから
Pickup ︕︕

　7 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

高田 天彦／著

14歳の自分に伝えたい「お金
の話」

藤野 英人／著

生き抜くための数学入門 新井 紀子／著

仕事を教えることになったら読む本 濱田 秀彦／著

　身体的に健康な人と、そうで
ない人とでは、生きることへの努
力の量が異なります。
　本書のような実体験が綴られた
本を読むことで、私にとって未知の生
活や人生を知ることができ、人の気持ち

仲程 昌徳／著

オペレーション雷撃　

下瀬 環／著

山下 裕貴／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
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図書館カレンダー 8月

Q, 1945 年 8 月 15 日（終戦の日）の沖縄本島の天気を知りたい。

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.　　　参考資料①および②の個人記録では、 1945 年 8 月 15 日の天気は、

小雨のち晴（中城村新垣）、 朝︓快晴（うるま市石川）。

参考資料③および④より、 沖縄地方気象台は当時機能していなかったため、

気象台の記録は残っていない。 参考資料⑤より、 当時発行されていた新聞に

も、 天気の記載はない。

インターネット上の情報だが、 1945 年 8 月 15 日午前 6 時と午後 6 時の天

気図を確認できる（参考資料⑥）。 また、 国立公文書館アジア歴史資料セ

ンターのデジタルアーカイブ（防衛省防衛研究所）の戦時日誌も参考になると

思われる（参考資料⑦⑧）。

【参考資料】

①『政治の舞台裏　沖縄戦後史』（当山 正喜∥著、 沖縄あき書房、

1987.5）p307-309　「仮沖縄諮詢会」 の項目で、 p307　「一九四五年

八月十五日の朝は快晴だった。」 の記述がある。→　石川市（現うるま市石川）

②『沖縄戦敗兵日記』（野村 正起∥著、 太平出版社、 1974.10）p196

　「八月一五日（水）小雨のち晴　蒸暑い」 の記述がある。→　中城村新垣

③『沖縄気象台百年史』（沖縄気象台∥編、 日本気象協会沖縄支部、

1990.3）p43-47　「沖縄地方気象台の気象業務とその終焉」 の項目で、

p47　「こうして、 米軍の空襲、 陸上からの攻撃等で飛交う弾雨をかいくぐって

死守された沖縄地方気象台の気象業務は、 5 月 24 日の襲撃で施設が崩

壊され、 復旧の努力も実らないうちに上陸軍の肉迫により 5 月 25 日やむなく

終止符が打たれ、 組織の壊滅とともにその機能が消失した。」 の記述がある。

④『沖縄気象台百年史　資料編』（沖縄気象台∥編･刊、 1992.3）p82　

「1945 年 5 月 24 日戦況悪化のため観測中断。 1946 年～ 1950 年は

沖縄本島における気象官署の廃止（この期間の観測資料は、 米軍カデナ基

地で観測された資料を用いている）。 1951 年 1 月 1 日観測再開。」 の記

述がある。 p172　「1945 年 8 月」 は、 天気の記載がない。

⑤『うるま新報 縮刷版　第 1 巻 第 2 号 ? 第 127 号 ('45 年 8 月 '47 年

12 月 )』（不二出版、1999.4）→　当時、沖縄で唯一発行されていた新聞。

1945.8.15 の紙面に、 天気の記載なし。

インターネット上の情報︓

⑥ 

http://agora.ex.nii.ac.jp/cgi-bin/weather-chart/search_day.pl?l

ang=ja&year=1945&month=8&day=15 

国立情報学研究所 「デジタル台風」︓1945 年 8 月 15 日（水）の天気図

リスト 1945.8.15　午前 6 時と午後 6 時の天気図（日本～沖縄～台湾）

がある。

⑦

 https://www.jacar.go.jp/ 

国立公文書館アジア歴史資料センター　デジタルアーカイブ

防衛省防衛研究所＞海軍一般史料

レファレンスコード︓C13120006900

『芙蓉部隊天号作戦々史　自昭和 20 年 2 月１日至昭和 20 年 8 月末日

　第 3 航空艦隊 131 航空隊芙蓉部隊』

「8-15（月齢 5）晴　菊水 15 号作戦終戦ノ詔勅ニ依リ沖縄攻撃ヲ中止ス」

の記述がある。

→　天気情報の場所は不明。

⑧

同上

レファレンスコード︓C13120088900

『第 5 航空艦隊（天航空部隊）戦闘経過　自昭和 20 年 2 月 10 日至昭

和 20 年 8 月 20 日（2）』

「八 - 十五　晴　彗星一一機　沖縄艦船特攻攻撃　」

→　天気情報の場所は不明。

この事例は、 レファレンス協同データベースにも掲載されています。

No.119( 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

16 18 20 21

22 2824

19

26

3130

2

2523
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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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