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※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。

5/15
( 土 )

JICA 青年海外協力隊募集説明会＠ホール
詳細は JICA ホームページを確認ください。申込

方法
内容
詳細

3F
ホール

3F
ホール

令和 3 年度沖縄県立図書館ボランティア説明会

お知らせ
OPL

NEWS

事前
予約5/22

( 土 )

沖縄県立図書館では、ボランティアを募集します。応募条件は、
18歳以上で図書館に興味があり、この説明会に参加できる方が
対象です。

申込
方法

①電話：098-894-5858
②ＨＰのお問合せメール
③県立図書館のカウンター

申込
期間 令和 3年 4月 1５日（木）~同年 5月 14 日（金）

展示
OPL

NEWS

５月 

の 

展 

示

展示 5F

展示 4F

4/21 ～5/11 5F 明和大津波
明和大津波から250年。明和大津波にかんする資料を展示しま
す。

沖縄県立図書館

4/21 ～5/11 4F 素晴らしきエッセイの世界 いろいろなエッセイを集めてみました︕︕ 沖縄県立図書館

4/21 ～5/10 4F コロナ特集（ビジネス・健康医療）
コロナの時代に適応し、より良く生き抜くためのヒントやビジ
ネスに役立つ本を展示します。

沖縄県立図書館

5/12 ～6/7 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

5/12 ～5/31 4F 多文化エリア（英語） 多文化エリア（英語）より多文化書籍の紹介等 沖縄県立図書館



　5 月 10 ～ 16 日は愛鳥週間といって 「野鳥を大切に
して守ろう︕」 という習慣があります。 みなさんは鳥が好
きですか︖　今月のわらびんちゃ～コーナーでは鳥の出てく
る絵本を紹介します。

『すずめのうんどうぼうしつくります』�
西本 鶏介／作
黒井 健／絵

金の星社
　庭で運動会の練習をしているすずめを見た
帽子屋さん。 そのすずめを応援したくて、 運
動帽子を作ってあげました。 丸くて小さな赤
い帽子は、 すずめの頭にぴったりで…。 優し
い気持ちが胸いっぱいに広がる絵本。

らびんちゃーだより

※保育園など団体で参加する場合、 事前に相談ください。

※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。

5 月のおはなし会 ＠おはなしの森
10:30 ～

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。

『ぼくだってとべるんだ』
フィフィ ・ クオ／作 ・ 絵
まえざわ あきえ／訳　
ひさかたチャイルド　

　「ペンギンはとべない」 とみんなは言うけれど、
小さなペンギンは毎日羽ばたく練習をして…。
見かたを変えると、 もうひとつの真実が見えてく
る。 希望をもつこと、 喜ぶこと、 生きることへ
のあたたかな賛歌。

5 月のおすすめ本
さーて、今月のおススメ本は・・・？

展示
OPL

NEWS

月 

の 

展 

示

５

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！

20日
（木）定例おはなし会

27日
（木）

英語でおはなし会

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

4/28 ～5/17 3F 5月病予防
新年度の緊張感から一息ついて、疲れや不調が出やすい時期。
五月病を予防するために、心や体をケアするための本を展示。

沖縄県立図書館

4/21 ～5/10 3F
よみがえる琉球王国の外交文書

～『歴代宝案～
戦災により失われた、15～19世紀における琉球王国の外交・
貿易を記す『歴代宝案』を復元。校訂本の作業過程等を紹介

文化財課

4/28 ～5/24 3F 4行ったつもりで︕脳内世界旅行
図書館にあるガイドブックと海外料理のレシピ本を国別に展示
し、海外へ行ったつもりになろう︕︕

沖縄県立図書館

4/21 ～5/17 3F フェイクニュースとSNS
様々な情報があふれるネット社会で間違った情報に惑わされな
いよう、利用者の情報リテラシーを育てる本を展示します。

沖縄県立図書館

5/12 ～5/24 3F
令和2年度沖縄県愛鳥週間ポスター

コンクール入賞作品展
5月10日～16日の『愛鳥週間』にあわせ、昨年度のコンクー
ル受賞作品や県内の野鳥のパネル展示を行う。

自然保護課

5/19 ～6/14 3F 食育月間の普及啓発
県民の食育に対する理解を深めるため、県が推進する食育活動
に関するパネル展示、ポスター掲示、パンフレット配布等を行

健康長寿課

5/26 ～6/28 3F 海外移住の日パネル展
海外出身の沖縄県系の留学生が作成した自国を紹介するポス
ターや、海外の沖縄県系人の活動を紹介する写真などを展示。

交流推進課

5/26 ～6/7 3F ゴミ減量・リサイクルパネル展
5/30の「ごみゼロの日」を起点として、6月の環境月間の取り
組みの一環としてごみ減量・リサイクルの展示を行います。

環境整備課

5/26 ～6/14 3F 世界禁煙デー
5/31は世界禁煙デーである。世界禁煙デー・禁煙週間の普及
と、喫煙や受動喫煙の害について啓発を図る。

健康長寿課

5/26 ～6/14 3F 歯と口の健康週間
6月4日から10日は、歯と口の健康週間と定めれており、歯と
口の健康に関する正しい知識の普及啓発を行う。

健康長寿課



着図書紹介
一般図書

子どもの本

おきなわの本

コロナ時代を生き抜くための感染しない暮らしのススメ　

子どもの経済力を決める父親からの問いかけ

イタリア薬膳ごはん 中村 浩子／著
新田 玲子／著

漂流郵便局 久保田 沙耶／著

ひらけ!オフグリッド

希望の一滴

沖縄返還と東アジア冷戦体制

るるぶ沖縄　2022　

闘牛女子。　写真集　3

ぼくたちの「おとうに会う」作戦

視力を失わないために今すぐできること

設計者主婦が教える片づく収納アイデア

一人暮らし働き女子のお仕事時間とおうち時間

見たい!知りたい!図書館は
うら側もすごい!

どろぼうねこのおやぶんさん

サトウ チカ／著

マルコ社／編集

深作 秀春／著

伊藤 茉莉子[ほか]／著

aya／著

小田 光宏／監修

三木 卓／文
グナ・ミケルソネ／絵, [ほか]

小松 申尚／ぶん
かのう かりん／え

成田 千尋／著

久高 幸枝／写真・文

ただいま４階の「素晴しきエ
ッセイの世界展」で展示されてい
るのを見て、懐かしく思い手にとり
ました。

中村 哲／著

魔法の箱

ガタンゴトン 今泉 和希／さく・え

アカハチ　沖縄・八重山の
英雄オヤケ赤蜂を探して　　 高崎 彰／著

荒尾 美知子／文
ゴトウ ノリユキ／絵

新

図

　

4 階展示コーナーから
Pickup ︕︕

　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

矢野 邦夫／著

なぞのおばけめいろ
吉田 純子／作
つじむら あゆこ／絵

マナーと敬語完全マスター!
親野 智可等／監修
オオノ マサフミ／絵

汚れた手をそこで拭かない 芦沢 央／著

みなさんご存じの「ちびまる
こ」ちゃんこと、さくらももこさ
んのエッセイ集です。

当時受けた印象とは違った感想をもちましたが、
面白いのでみなさんも手に取ってみてください。♬
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図書館カレンダー 5月

ぜひご登録
ください

Q, 戦前の沖縄に、 馬車を利用した鉄道があったのは本当︖

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.　　　本当です。 戦前の日本各地で、 レール上を走って乗客を
運ぶ馬車鉄道（馬車軌道）が活躍しました。 始まりは東京
馬車鉄道（現在の都電）で、 1882（明治 15）年 6 月に
開通しました。 1907（明治 40）年度末には国内で 37 社
にもなりました。 沖縄では、 沖縄人車軌道（後に沖縄馬車
軌道、 沖縄軌道に改称）により 1914（大正 3）年 11 月
に与那原～小那覇間が開通しました。 1916（大正 5）年
12 月に全線（与那原～泡瀬 17.7km）が完成し、 片道約
3 時間でした。 一方、 垣花（那覇）～地覇（豊見城）を
結ぶ糸満馬車軌道が 1918（大正７）年 9 月に開業します。
全線開通（垣花～糸満 9.3km）は 1920（大正 9）年 5
月で、 片道 40 ～ 60 分でした。 自動車やバスの普及、 また
戦争の影響等により、 糸満馬車軌道と沖縄軌道は、 それぞ
れ 1935（昭和 10）年 10 月、 1944（昭和 19）年中
頃に客車の運行を停止しました。
※1929（昭和 4）年に沖縄で撮影された映像資料（参⑤）
では、 走っている馬車軌道を動画でご覧になれます。 また
1930（昭和 5）年発行の地図（参⑦）では、特殊鉄道（馬
車軌道 ・ 電車）と地方鉄道（軽便鉄道）の路線を確認でき
ます。
※サトウキビ運搬のみの馬車軌道は、 戦前の沖縄本島および
宮古島等にもありました。
参考資料︓
①『明治の郵便 ・ 鉄道馬車』（篠原宏／著 雄松堂出版 
1987.4）
②『近代日本交通史』（広岡治哉／編 法政大学出版局 

1987.4）
③『図説 ・ 沖縄の鉄道』（加田芳英／著 ボーダーインク 
2003.7）
④『近代沖縄の鉄道と海運』（金城功／著 ひるぎ社 
1983.11）※当館電子書籍サービスで閲覧可能。
⑤『体育行脚 沖縄の巻』（朝輝／撮影 沖縄県立図書館（製
作） 2016.3）
⑥『沖縄 1935 写真集』（週刊朝日編集部／編 朝日新聞
出版 2017.7）
⑦『日本交通分県地図 鹿児島県及沖縄県 其 38』（大阪
毎日新聞 1930.5）

No.116( 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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画像の出典︓参考資料⑤

画像の出典︓参考資料⑥


