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座席数を
減らしています。
　人と人が１ｍから２ｍの距離
を保てるようにしています。

2020 年

6月号
沖縄県立図書館通信

5/27（水）

から マスク着用、せきエチケット、手指消毒にご協力ください。

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため閲覧室の利用を制限していましたが、5 月 27 日（水）から

閲覧室の利用を再開しました。ただし、図書館での長期滞在を避け、ご自宅で読書をしていただくとい

う観点から、制限されるサービスがあります。ご注意ください。

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。

ひ～じゃ～便 （本の宅配サービス）

終了のお知らせ
　ひ～じゃ～便の受付は、5月 25 日（月）で終了
しました。ご利用ありがとうざいました。

インターネット、データべース
利用時間短縮
　ご利用時間は、１人 30 分
でお願いします。

「自主学習可能席」の撤去
　試験的に導入していました
『自主学習可能席』は当面の間
設定しません。

ぜひ
ご利用ください！

遠隔地返却サービスが利用
できる協力館が

え
　県立図書館で借りた本を他の図書館等で返却できる

「遠隔地返却サービス」の協力館が増えます。

　これまでの名護市立中央図書館、沖縄市立図書館、

石垣市立図書館及び宮古島市立図書館に加えて、6 月 1 日

から、南城市立図書館（知念、佐敷、玉城、大里）、

国頭村民ふれあいセンター図書室及び伊江村中央公民館

図書室でも返却が可能になります。

　ご利用よろしくお願いいたします。

増 した！！ま

遠隔地返却サービス協力館

沖縄市立図書館

名護市立中央図書館

石垣市立図書館

宮古島市立図書館

南城市立図書館

国頭村民ふれあい

伊江村中央公民館図書室

（知念、佐敷、
 玉城、大里）

センター図書室

沖縄市立図書館館内に
ある沖縄県立図書館用
ブックポストに返却本
を入れてください。

各図書館の窓口で

職員に返却本を
手渡ししてください。

「密」はNG！！

30min.

閲覧室が利用できます！

増



めんそ～れ POPの世界

わらびんちゃーだより
6 月のおすすめ絵本 ６月は歯と口の健康週間があります。みんなきれいに歯を磨けていますか？

図書館からハミガキが楽しくできるおすすめの本を紹介します。

『はみがきれっしゃ
しゅっぱつしんこう！』
くぼまちこ作／アリス館

歯磨きがきらいなたっくん。でも、

「しゅっしゅっぽー！」と、はみがきれっ

しゃがやってくれば、どんな子の口も

あーんと開きます！前の歯についたに

んじん、奥の歯にはさまったおにく、

つぎつぎきれいにしていきます。歯へ

の興味も深めます。

『じょうずな歯みがき』
おーなり 由子文／はたこうしろう絵／講談社

歯に関する正しい知識がよくわか

る絵本のシリーズ。 『じょうずな歯

みがき』では、歯ブラシをえんぴ

つのようにもつことと、コチョコ

チョコチョと動かすことで、きれ

いにみがけることを紹介します。 

グーでにぎって、ゴシゴシやって

も、むし歯きんがいっぱいいるプ

ラークはとれません。

6 月
 の
展示

　みなさん、本の POP が県立図書館にもあるって

知っていますか？

 　POP って、一見、「図書館とは関係ない」という感じが

しますよね？

　ですが！実は沖縄県立図書館でも POP は大事な役割を

担っているのです！

　3 階児童のおきなわ本コーナーでは、本の魅力を伝える

ために、職員がひとつひとつ手作りした素敵な POP が

皆さんをお待ちしています！

きっと、現物を読みたくなりますよ♪

職員

M･T

さんの

手作り

です

場所 タイトル 内容 主催団体

5/27 ～6/8 3F 新着本コーナー 新着本を一挙大公開 沖縄県立図書館

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 ～6/8 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 ～6/22 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

6/3 ～7/6 3F あつまれ
としょかんの森

動物や魚の生態について紹介 沖縄県立図書館

6/10 ～6/29 3F 食育月間 食育月間の展示 沖縄県健康長寿課

6/10 ～6/29 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

6/10 ～6/29 3F 慰霊の日 慰霊の日展示 沖縄県立図書館

6/17 ～7/3 3F・4F 沖縄の塩、黒糖 沖縄の塩、黒糖の展示 沖縄県
工業技術センター

期間



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

オレの周りの“性別が、ない!”人たち

超習慣術　短期間で“よい習慣”が
身につき、人生が思い通りになる! 　メンタリストDaiGo／著

日本の美 中井 正一／著

パリ在住の料理人が教える
もらって嬉しいチョコレートレシピ えもじょわ／著

夢のスイッチ

好かれる老人嫌われる老人　

ムゲンのi　下

ヤンバルの深き森と海より

ねこ　ねことここちよく暮らす
#113（2020年冬）第20巻第1号

沖縄県観光学習教材
世界に誇る、沖縄の魅力を見つけよう！
第12版

琉球大学 びぶりお文学賞受賞作品集
第13回(2019年度)

ニードルフェルトで作る不思議などうぶつ

1万2000人を見てわかった!
お金に困らない人、困る人

時間もお金も増える習慣

動画で稼ぐ仕事術

女の子になりたい男の子
LGBTって何?

ポケモンのしま

ノラネコぐんだんと
海の果ての怪物

旅するこどもの韓国語
ソウル編

５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。

『ピアノ調律師』

　ピアノの調律、見たことありますか？

　調律している様子は、調律師とピアノが対話しているような、

ひとつの音楽を聴いているような空間が広がります。

　調律師になりたい孫娘デビーの強い気持ちと行動力から、

叶えたい夢があることの素晴らしさに気づかされます。

　ピアノの音を聴きながら、あなたの好きなことや強い気持ち、

美しい音に思いを巡らせてみませんか？　　　　　（職員Ａ・Ｍ）

M.B. ゴフスタイン／作・絵，
末盛 千枝子／訳　

すえもりブックス

新井 祥／著

渡邉 美樹／著

大島 清／著

須佐 沙知子／著

松尾 昭仁／著

米山 彩香／著

木村 博史／著

森木森も／著

情報研究所
／編著

工藤 ノリコ／著

ザ・キャビン
カンパニー／作・絵

知念 実希人／著

目取真 俊／著

ネコ・パブリッシング/出版

沖縄県文化観光スポーツ部
観光振興課[ほか]／[編]

琉球大学附属図書館／編



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。

facebook twitter
令和 2 年（2020 年）6 月発行　第 138 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 )　

図書館カレンダー6 月

ぜひ
ご登録
ください

Q, 伊波普猷の戦前の飛行機によるロサンゼルス観光について知りたい

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が、 倒れても中身がこぼれない容器に入れた飲み物には持込み、
　水分補給が可能です。
・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。
・ 館内での撮影はお控えください。

日 月 火 水 木 金 土

8 9 10 11 12  13

 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

  7

  1   2   3   4   5   6

A. 伊波普猷は、1928（昭和 3）年 9 月に講演旅行の為に横浜港を出発しました。

　10 月からハワイ州各島を廻った後、翌年カリフォルニア州サンフランシスコに移動します。

     2 月ロサンゼルスに滞在中、山城亀雄が操縦する飛行機で、知花親仁と共にロサンゼルス観光を楽しみました。

 カリフォルニア州各地で講演を行い、また日帰りでメキシコも訪れて、アメリカ・メキシコ在住の多くの県人と

 交流を持ちました。　※アメリカ滞在の時期は、参考文献②③の日付と一致していません。

参考文献：

①『北米沖縄人史』( 北米沖縄人史編集委員会／編　北米沖縄クラブ　1981.11)

p93-96「伊波普猷の渡米」の項目で、p93-94「沖縄学の大家伊波普猷は、一九二八（昭和三）年九月に、ハワイ

在留県人の招きに応じてハワイに渡り、ハワイ各島を廻って講演した後、一九二九年早々にサンフランシスコに

上陸した。…伊波氏がサンフランシスコで講演を終ってロサンゼルスに来られたのは一九二九年の二月に入って

からの事である。…或る日、山城亀雄青年は友人の知花親仁と二人で、滞在中の伊波氏を彼の飛行機にのせ、

ロサンゼルス市の上空を一時間程飛び廻り空からの市見物を楽しんだ。…山城はロサンゼルスに帰り、暇をみては

飛行機に乗って楽しんでいたが、丁度その頃伊波氏がロサンゼルスを訪れたのである。郷里からの名士を乗せ三人

で 上 空 を 飛 翔 し て 楽 し ん だ と 云 う 事 は 一 生 の 思 い 出 と な る 歴 史 的 事 柄 で あ ろ う。」の 記 述 が あ る。

以下の資料では、伊波普猷の飛行機によるロサンゼルス観光を確認出来なかった。

②『伊波普猷 年譜・著書論文目録』（外間 守善 [ ほか ] ／編　伊波普猷生誕百年記念会　1976.4）

p26「昭和四年（一九二九）五四歳　一月一六日、サンフランシスコ発のサイベリヤ丸にて

帰国の途につく。」の記述がある。

③『新聞にみるハワイの沖縄人 90 年　戦前編』（比嘉 武信／編著・刊　1990.10）

p209-223「一九二九年（昭和 4）」の項目で、p210「1 月 22 日…渡米した文学士伊波普猷氏は

本朝寄港したが、午後帰国した。」の記述がある。

④『生誕百年記念アルバム 伊波普猷』（国吉 真哲 [ ほか ] ／編　伊波普猷生誕百年記念会　1976.9）

p58「弟普成宛て絵葉書」の写真で、サンフランシスコ美術館前にあるロダンの「考える人」の

下に伊波普猷が写っている。

p59「ロスアンゼルス美術館前にて」の写真で、伊波普猷ら 5 名が写っている。

No.106( 郷土資料レファレンス事例 )

23 日は開館しています！


