
講師と一緒に[ニュース記事]を見ながら英語で会話をしよう！

対象：積極的に英会話に参加できる高校生以上の方

場所：4F交流ルーム （12月まで毎月第２日曜開催）

英語で喋ってみませんか？ ENGLISH CONNECTION

文字が見づらい方のために本を拡大してくれる機器

【拡大読書器：かくだいどくしょき】がリニューアルしました！

設置場所は4階の新聞閲覧コーナー横となっております。

どなたでも申請なしでご利用いただけますので、

ぜひご活用ください。

拡大読書器がリニューアル！

５/１～（日） 遠隔地返却サービス協力館が増えます！

遠隔地返却サービス協力館として、

5月1日から糸満市立中央図書館が参加します。

今後は、当館で借りた本を16の協力館で返却することができるようになりました！

お近くの市町村立図書館が協力館となっているかご確認いただき

ぜひ当サービスをご利用ください。

2021年10月に開催しました移民関係企画展示

「小説『ノロエステ鉄道』とブラジル・カンポグランデの

沖縄県系人」を英語・ポルトガル語に翻訳し、電子展示会

として沖縄県立図書館ホームページ上に公開しました。

大城立裕さんの移民を題材とした小説を深掘りした企画

展示で、県系移民を多数紹介しています。

この機会に是非ご覧ください。
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参加無料 要予約

こちらのQRコードからも見ることができます。

イングリッシュコネクション

オンライン企画展 開催中！「小説『ノロエステ鉄道』とブラジル・カンポグランデの沖縄県系人」

沖縄県立図書館

宮城館長



子どもたちは砂遊びが大好きです。
遊びを通じて子どもの創造力と想像力は養われ
ていきます。おなじみのくまくんがシャベルと
バケツを使って存分に遊びます。

『どろんこ どろんこ!』
渡辺 茂男／ぶん

大友 康夫／え
福音館書店
資料ID：1001316395

５月のおすすめ本

『ぶららんこ』

鈴木 のりたけ／作・絵
PHP研究所
資料ID: 1008118786

公園のぶらんこで遊んでいたら、ぶたがぶらんこに
のってきた。
ぶらんこがぶららんこになって、もう1匹のってきた
ら、ぶらららんこになって…。
ことば遊びが楽しめる、鈴木のりたけの絵本です。※おはなし会の情報は次のページにあります。

わ らびんちゃーだより
5月のお楽しみ、ゴールデンウィークがやってきました。
みなさん、どこかに遊びに行ったりするかな？
今月は外で楽しく遊んでいる本を紹介します！

場所 タイトル 内容 主催団体

3/23 ～5/30
連続テレビ小説

「ちむどんどん」関連展示
4月から放映が始まるドラマに関連する図書を展示します。 沖縄県立図書館

4/13 ～5月中旬 沖縄県復帰50周年記念展示① 「復帰の日」を振り返る 沖縄県立図書館

4/20 ～5/16 照屋寛徳氏　追悼展示 今年４月に亡くなった照屋寛徳氏を追悼し、氏の著作を中心に展示します。 沖縄県立図書館

4/27 ～5/30
沖縄を知るための10冊

「琉球弧の船」
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

4/27 ～5/30 県内ハーリーのいろいろ 沖縄県内各地で行われる伝統行事「ハーリー」について展示します。 沖縄県立図書館

4/27 ～5/30 ユッカヌヒー関連図書 旧暦5月4日のユッカヌヒーにちなんで、関連する図書を展示します。 沖縄県立図書館

4/27 ～5/30 電子書籍サービス紹介 県立図書館電子書籍サービスについて、新たに追加された本を紹介します。 沖縄県立図書館

4/27 ～5/30 みんなの文化財図鑑 沖縄県教育庁発行の「みんなの文化財図鑑」を全巻紹介します。 沖縄県立図書館

5月下旬 ～6月中旬 沖縄県復帰50周年記念展示② 若夏国体 沖縄県立図書館

4/13 ～5/16
新年度応援!!

がんばるおとなのこころケア

社会人向けを中心に、５月病対策に役立つようなメンタルヘルスに

関する資料を展示します。
沖縄県立図書館

4/1 ～3/31 コロナ特集
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

4/1 ～3/31
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

4/1 ～3/31
沖縄県立美術館・博物館

情報コーナー
沖縄権利美術館・博物館に関する情報発信コーナー 沖縄県立美術館・博物館

4/1 ～3/31 沖縄らしい SDGs 展示
５月テーマ：医療・福祉の充実、健康長寿と生きがい、子どもを貧困から守

る子育てしやすい暮らし
沖縄県立図書館

4/13 ～5/9 健康医療　健康診断特集
４月15日の世界医学検査デーにちなみ、健康診断や、日頃から取り組める生

活習慣病改善に関する本を展示します。
沖縄県立図書館

4/13 ～5/9 JICA海外協力隊パネル展示 JICA海外協力隊事業に関する事業概要や活動紹介の展示します。
独立行政法人国際協力機構

沖縄センター

4/13 ～5/9
戦世の首里城～知っているようで

知らない第32軍司令部壕

戦時中の米軍の調査報告書や戦後の沖縄県の調査報告書を基に制作

された模型、航空写真及びDVD映像による説明などの展示

第32軍司令部壕の保存・

公開を求める会

4/20 ～5/16 本でふれる看護の世界
5/12看護の日、及び5/8～5/14看護週間に合わせ、「看護」についての関心

を高めるため、看護にちなんだ本を展示します。
沖縄県看護協会ナースセンター

4/20 ～5/16 こどもの読書週間　おすすめの本
こどもの読書週間に合わせ、０歳から小学生を対象にしたお勧めの

絵本・児童書を展示します。
沖縄県立図書館

4/27 ～5/23 消費者月間展示
５月の「消費者月間」に合わせ「考えよう！大人になるとできること、気を付けるこ

と～18歳から大人に～」をテーマにその関連の消費者問題に関する展示をします。
沖縄県消費生活センター

4/27 ～5/16 捨て犬・捨て猫防止キャンペーン
捨て犬・捨て猫（動物遺棄）の防止の啓発や、動物愛護に関するポスター等

の展示をします。
沖縄県自然保護課

5/11 ～5/30
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、令和３年度沖縄県愛鳥週間ポス

ターコンクール受賞作品を展示します。
沖縄県自然保護課

5/11 ～5/30
連続テレビ小説

「ちむどんどん」関連展示
4月から放映が始まるドラマに関連する図書を展示します。 沖縄県立図書館

5/11 ～5/30 ピーターラビットの本展示
今年出版120周年を迎える『ピーターラビット』の関連本・シリーズ本を展

示します。
沖縄県立図書館

5/18 ～6/13 食べたらかんじゅう県産野菜
地産地消による野菜接種の普及啓発のため、パネル及び青果レプリカを展示

します。
沖縄県健康長寿課

5/25 ～5/30
内閣府沖縄総合事務局 港湾・

空港事業パネル展

沖縄の本土復帰後50年にわたる県内の港湾・空港直轄事業の

変遷をパネルにて展示します。

沖縄総合事務局 開発建設部

港湾計画課・空港整備課

５ 月 の 展 示
期間
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５月に県立図書館に入ってきた本の
一部をご紹介します。
本の場所について不明な点があれば
カウンター職員にお尋ねください。

の

場所：県立図書館3階おはなしの森
時間：10:30～（約30分）
だれでも無料で参加できます。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため
2歳以上のお子様はできるだけマスク着用の上でご参加
ください。
また、状況に応じて開催人数を制限させていただくこ
ともございます。ご理解とご協力をお願いいたします。

おきなわの本
沖縄の園芸図鑑

園芸植物とその名前
沖田原 耕作／著

戦後沖縄の政治と社会
「保守」と「革新」の歴史的位相

平良 好利／編著

沖縄が日本を倒す日
「民意の再構築」が始まった

渡瀬 夏彦／著

ファイナルジェネレーション
記憶と記録の復帰前

南 ふう
(浜田 京子)／著

はっちゃんの沖縄戦 高野 裕／著

るるぶ沖縄ベスト '22

一般図書
法隆寺は燃えているか
日本書紀の完全犯罪

中村 真弓／著

スタートアップス STARTUPS
日本を再生させる答えがここにある KDDI∞Labo／著

世界の珍飛行機図鑑
飛行に成功?それとも失敗? 西村 直紀／著

そろそろ、歌舞伎入門。 ペン編集部／編

吹奏楽部のトリセツ! 松元 宏康／監修

風をこぐ To Row the Wind
橋本 貴雄
／写真・エッセイ

いちばんよくわかるおりがみの本
園長先生が教える親子で楽しむ

おりがみ遊び，全60作品!
川並 知子／著

児童の読書力を形成する読書日記
読書指導法の改善と個の変容を目指して

細 恵子／著

マシロさんとユウリさんのこんなとき、
なに着る? ひとりでできるかな!? 読書工房／編著

異界のミステリー 山白 朝子，近藤 恵，
皆川 博子，竹本 健治／著

「ひきこもり」から考える
<聴く>から始める支援論 石川 良子／著

ヴィネガー・ガール アン・タイラー／著
鈴木 潤／訳

子どもの本

鳥になった恐竜 1
恐竜と鳥の似ているところ

真鍋 真／監修
山口 まさよし／絵

る さいとう しのぶ／作・絵

原稿用紙1枚の物語
20行目で「ぴん!」と来る

あいはら まひろ／著
佐藤 おどり／イラスト

10代から目指すライトノベル作家
書きたいと思った日から始める!

榎本 秋／編著
菅沼 由香里／著
榎本事務所／著

19日
(木)

定例お話会

読み聞かせボランティアのみなさんが
5月にぴったりな絵本の読み聞かせを
行います。

英語でおはなし会24日
(木)

読み聞かせボランティアのみなさんが
英語の絵本の読み聞かせを行います。

新着図書紹介



A. 
本当です。しかし、二人の先生（深佐 源三と森田 忠
光）は、金十丸のコック見習いとして乗船したので、
正確には密航では無いとも見られています。

1946（昭和21）年2月2日、「二・二分離宣言」によ
り北緯30度以南の奄美大島を含む南西諸島が日本政府
から行政分離され、米国の施政下に置かれました。奄
美で六・三・三制が導入されたのは、本土より1年遅れ
の1948（昭和23）年4月です。

しかし、奄美には新学制の教育内容や法令などの詳し
い情報は入って来ませんでした。そこで深佐先生（名
瀬中学校）と森田先生（奄美小学校）が、本土で教科
書や指導要領、学校法令集などを調達することになり
ました。

深佐先生と森田先生は、発覚した場合に備えて辞表
を提出し、神戸でドック入りする金十丸に1948年6月28
日に乗船しました。

当時奄美で流通していた貨幣はB円（米軍が発行した円
表示B型軍票）でしたので、本土では使えません。
教育関係者等から託された大島紬、アメリカの配給布
地、黒砂糖を換金して資金にする計画でした。

しかし、黒砂糖は売れずに廃棄、大島紬は安値で買い
叩かれる等の苦労をしました。
東京では文部省や教科書会社等を訪問し、奄美の教育
現状を訴えると共に、教科書や指導要領等を入手しま
した。

また鹿児島では、県庁学務課や鹿児島教育組合等を
訪問しました。
10月7日、二人は無事に奄美大島に帰ります。

ほとぼりが冷めた頃、教科書等の資料は各市町村に届
けられ、また購入した図書は市内の各学校に配布され
ました。
深佐先生は、残念ながら密告にあい教職に復帰するこ
とは出来ませんでした。

参考資料：
①『金十丸、奄美の英雄伝説』

（前橋 松造／著 南方新社 2004.8）
②『軍政下奄美の密航・密貿易』

（佐竹 京子／編著 南方新社 2003.1）
③『奄美の奇跡』

（永田 浩三／著 WAVE出版 2015.7）
④『占領下沖縄・奄美国語教科書研究』

（吉田 裕久／著 風間書房 2010.2）
⑤『島唄の風景』

（南日本新聞開発センター／制作 南日本新聞
2003.11)

⑥ 『国境27度線』（原井 一郎 [ほか]／著 海風社
2019.11 )

Q. 
奄美大島が本土復帰する前に
奄美の先生が日本本土へ密航して
教科書を入手したのは本当？
No.128(郷土資料レファレンス事例)

利用案内
開館時間：９時～20時（火曜・年末年始・特別整理日休館）

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。

来館される皆様へのお願い
・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。
・館内では飲食禁止です。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ち込みが可能です。

・携帯電話やスマートフォンはマナーモードに設定し、通話は4階・5階にある
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。

令和４年(2022年)４月発行 第160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）

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 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

図書館カレンダー５月

は休館日です。

HP ｽﾏｰﾄﾌｧｵﾝ twitter facebook

沖縄県立図書館

このコーナーでは
沖縄県立図書館に寄せられたお問い合わせ
（調査・相談、レファレンス）の
一部をご紹介します。
今月は・・・

沖縄何でもQ&A


