２０１５年１２月号（ＮＯ．１）

一般書

今月のオススメ本

あっという間に年末を迎えようとしています。お客さまをおもてなしする
機会も増えますね。おうちをすっきり片づけてすてきなお料理でお迎え
しましょう。
＊『１円も使わないお掃除グッズ108』
＊『ナチュラル洗剤でちょこっとピカピカ掃除！』
＊『１２ヶ月のパーティスタイル』
＊『１２月３１日でも間に合う簡単おせち』 星野 奈々子
＊『ごちそうのかたち』 土井 善晴

児童書
１２月はやはりクリスマスの本を特集させていただきます。
少しずつ新しい本も入ってきているのでぜひお楽しみに！
＊『クリスマスイヴの木』 デリア・ハディ
＊『世界にひとつしかクリスマスツリーがなかったら』 池谷剛一
＊『クリスマスのよるに』 あべはじめ
＊『ゆきうさぎのねがいごと』 レベッカ・ハリー
＊『はなかっぱ クリスマスのおくりもの』

予約ﾗﾝｷﾝｸﾞ♪

12月の図書館カレンダー
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●今月の休館日・・・１日、７日～１１日、１５日、２２日
２９日～１月５日
●開館時間
・・・平日 10：00～18：00
日曜日・祝日 10：00～17：00

今三光で話題の本を予約ﾗﾝｷﾝｸﾞから
お知らせします。
一般書
1 『人魚の眠る家』東野圭吾
2 『下町ロケット２』池井戸潤
3 『過剰な二人』林真理子
4 『火花』又吉直樹
5 『明治・金色キタン』畠中めぐみ
児童書
1
2
3
4
5

『きょうのおやつは』わたなべちなつ
『境界のＲＩＮＮＥ』高橋留美子
『ぐでたま哲学』サンリオ
『昆虫世界のサバイバル』洪在徹
『植物世界のサバイバル』
スウィートファクトリー

～ご挨拶～
１２月より三光図書館でも図書館だよりを発行するように
なりました。
三光図書館ならではの情報を みなさまへお届けできれば
いいなと思っています。
「最近読んだ本でこれ面白かったよ！！」など、皆さま発信
の情報もお待ちしておりますので 気軽に係までお知らせ
ください。紙面にて皆さまにご紹介させていただきたいと思
います。

１２月
曜日

地区

移動図書館車運行表

駐車地 予定時間

曜日

地区

駐車地 予定時間

第１木曜日 西秣地区 池部住宅

１０：１５～１０：２５

第１金曜日 上田口地区 野地平地区

１０：１０～１０：２０

西秣住宅

１０：３０～１０：４５

下田口地区 下田口集会所

１０：２５～１０：３５

岸ノ上地区

１０：５０～１１：００

秣小

１３：００～１３：４０

深秣保育園

第３木曜日

上秣地区

木崎橋

１０：４０～１０：５５

山口小

１３：００～１３：４０

１４：００～１４：１５

三光郵便局

１３：４５～１３：５５

アメニティタウン １４：２０～１４：３５

原口地区 ユタカ電器店

１４：００～１４：１５

第３金曜日

成垣地区

第２木曜日 小袋地区 下小袋地区

１０：１０～１０：２０

白木原自動車

１４：２０～１４：３０

小袋公民館

１０：２５～１０：３５

諌山地区 西小路地区

１４：３５～１４：５５

第４木曜日 臼木地区 土田集会所

１０：４０～１０：５０

真坂小

１３：００～１３：４０

下佐知バス停付近

佐知地区
土田地区

橋本商店

１５：００～１５：１０

箭海荘

１０：００～１０：２５

１３：４５～１３：５５

倉迫バス停前

１０：３０～１０：４０

佐知集会所

１４：００～１４：１５

西秣地区 尾下集会所

１０：４５～１１：００

牛ノ首集会所

１４：２０～１４：３５

第４金曜日 下深水地区

深水小

１３：００～１３：４０

１４：４５～１５：００

上深水地区

臼木集会所

１５：１０～１５：４５

下深水地区 小路住宅

真坂保育園

１５：５０～１６：３０

臼木地区 渋見地区

第２金曜日 下秣地区

森山地区

浪立宮下橋付近 １３：４５～１３：５５
１４：００～１４：１５

キキメック前

１４：２０～１４：３０

修光園

１４：４５～１５：１５

成恒地区 福祉センター

１５：３０～１６：００

学校がお休みの間、移動図書館の小学校への巡回はありません。お気を付けください。
【代表】小幡記念図書館
〒871-0056 中津市1366番地1（片端町）
℡ 0979-22-0679
Fax 0979-24-3516
●《三光図書館》℡0979-43-2032 （三光公民館内）
●《本耶馬渓図書館》℡0979-52-3033
（本耶馬渓公民館内）
●《耶馬溪図書館》℡0979-54-3111
（耶馬溪公民館内）
●《山国図書館》℡0979-62-2141

１２月７日（月）より１１日（金）まで蔵書
点検の為市内全館休館いたします。
また 年末年始のお休みは１２月２９日
（火）から１月５日（火）となっております。
ご迷惑おかけしますが よろしくお願い

２０１６年１月号（ＮＯ．２）

皆様のお役に立てる地域の図書館を目指し 頑張ってまいりますので
本年もどうぞよろしくお願いいたします(^_-)-☆
芥川賞・直木賞候補（１１作品）が出揃いました！まだ書籍化され
ていない作品もありますが、市内図書館で所蔵している本もあります。
是非お手にとられてどの本が受賞するか？！予想してみませんか？

●『家へ』 石田 千/著 （講談社）2015.10
●『孤狼の血』 柚月 裕子/著（KADOKAWA）2015.8
●『つまをめとらば』 青山 文平/著（文藝春秋）
2015.7
●『ヨイ豊』 梶 よう子/著（講談社）2015.10
●『戦場のコックたち』 深緑 野分/著（東京創元社）
2015/8
●『羊と鋼の森』 宮下 奈都/著（文藝春秋）2015/9
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●今月の休館日・・・１日～４日
５日、１２日、１９日、２６日
●開館時間 ・・・１０：００～１８：００

『ゆび回し１分ダイエット』
『呼吸するだけダイエット』
等々
ゆる～いダイエット本が
たくさんあります

寒い季節にしかできない事もあります。こたつにもぐってちゃもったいない！
今月オススメの本は児童書からです。

『しもばしら』
細島雅代/写真

『きらきら』
谷川俊太郎/文

『雪と氷の大研究』
片平孝/著

移動図書館車運行表
曜日

地区

駐車地 予定時間

曜日

地区

駐車地 予定時間

第１木曜日 西秣地区 池部住宅

１０：１５～１０：２５

第１金曜日 上田口地区 野地平地区

１０：１０～１０：２０

西秣住宅

１０：３０～１０：４５

下田口地区 下田口集会所

１０：２５～１０：３５

岸ノ上地区

１０：５０～１１：００

秣小

１３：００～１３：４０

深秣保育園

第３木曜日

上秣地区

木崎橋

１０：４０～１０：５５

山口小

１３：００～１３：４０

１４：００～１４：１５

三光郵便局

１３：４５～１３：５５

アメニティタウン １４：２０～１４：３５

原口地区 ユタカ電器店

１４：００～１４：１５

第３金曜日

成垣地区

第２木曜日 小袋地区 下小袋地区

１０：１０～１０：２０

白木原自動車

１４：２０～１４：３０

小袋公民館

１０：２５～１０：３５

諌山地区 西小路地区

１４：３５～１４：５５

第４木曜日 臼木地区 土田集会所

１０：４０～１０：５０

真坂小

１３：００～１３：４０

下佐知バス停付近

佐知地区
土田地区

橋本商店

１５：００～１５：１０

箭海荘

１０：００～１０：２５

１３：４５～１３：５５

倉迫バス停前

１０：３０～１０：４０

佐知集会所

１４：００～１４：１５

西秣地区 尾下集会所

１０：４５～１１：００

牛ノ首集会所

１４：２０～１４：３５

第４金曜日 下深水地区

深水小

１３：００～１３：４０

１４：４５～１５：００

上深水地区

臼木集会所

１５：１０～１５：４５

下深水地区 小路住宅

真坂保育園

１５：５０～１６：３０

臼木地区 渋見地区

第２金曜日 下秣地区

森山地区

浪立宮下橋付近 １３：４５～１３：５５
１４：００～１４：１５

キキメック前

１４：２０～１４：３０

修光園

１４：４５～１５：１５

成恒地区 福祉センター

１５：３０～１６：００

つぶやき
【代表】小幡記念図書館
〒871-0056 中津市1366番地1（片端町）
℡ 0979-22-0679
Fax 0979-24-3516
●《三光図書館》℡0979-43-2032 （三光公民館内）
●《本耶馬渓図書館》℡0979-52-3033
（本耶馬渓公民館内）
●《耶馬溪図書館》℡0979-54-3111
（耶馬溪公民館内）
●《山国図書館》℡0979-62-2141

昨年９月に図書館システムを入替え、
いろいろと利用方法が変わったところが
あります。 特にＷｅｂをご利用の方は便利
になったのではないかと思いますが・・・
皆さま使いこなせていますか？ 実はま
だ私も手探り状態ですが（笑）、わかりにく
い事などございましたらお気軽に職員ま
でおたずねくださいね。

２０１６年２月号（ＮＯ．３）

暖冬を予想される年は思いがけない大雪に見舞われることもあるそうで･･･まさにそれを経験した１
月末でした。突然の臨時休館で皆様には大変ご迷惑をおかけして申し訳ありません。思いがけない
事態になって図書館が休館になることもあります。そのような時は中津市ホームページ、図書館ホー
ムページなどでお知らせしておりますが、インターネットをご覧になれない方は小幡記念図書館
（0979-22-0679）までお問合せ下さい。
「家に居ながらにして世の中の流行りや情勢がわかる！」
情報番組って本当に便利ですね。たくさん紹介された情報の
中から、三光図書館に所蔵のある食べ物に関する本を特集します。

『まいにち食べたい
“ごはんのような”クッキーとビスケットの本』
なかしま しほ／著 （主婦と生活社）

『平野レミと明日香の嫁姑ごはん物語』
平野レミ／和田明日香／著 （セブン&アイ出版）

『腸内フローラを整える決定版
ヨーグルトでもどす魔法の乾物レシピ』
DRYandPEACE／料理監修 （主婦の友社）
『お弁当のセカイ』
野上 優佳子／著 （ワニブックス）
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●今月の休館日・・・１日、２日、９日、１６日、２３日、２
９日
●開館時間 ・・・１０：００～１８：００
１０：００～１７：００（日曜日・祝日）

『10代のための今すぐ読みたい
ＹＡブックガイド150！』
監修：金原端人/ひこ・田中（ポプラ社）

「本のプロ」が選んだ旬の中高生向けの本
を紹介しているブックガイドです。さまざまな
ジャンルを取り上げ2015年刊行の最新の本
も紹介されています。
こちらで紹介されている本は、もちろん全て
が市内の図書館にあるわけではありません
が、県内の図書館にあれば取り寄せてご覧
いただくこともできます。

あなたの悩みが晴れる･･･かも？！

移動図書館車運行表
曜日

地区

駐車地 予定時間

曜日

地区

駐車地 予定時間

第１木曜日 西秣地区 池部住宅

１０：１５～１０：２５

第１金曜日 上田口地区 野地平地区

１０：１０～１０：２０

西秣住宅

１０：３０～１０：４５

下田口地区 下田口集会所

１０：２５～１０：３５

岸ノ上地区

１０：５０～１１：００

秣小

１３：００～１３：４０

深秣保育園

第３木曜日

上秣地区

木崎橋

１０：４０～１０：５５

山口小

１３：００～１３：４０

１４：００～１４：１５

三光郵便局

１３：４５～１３：５５

アメニティタウン １４：２０～１４：３５

原口地区 ユタカ電器店

１４：００～１４：１５

第３金曜日

成垣地区

第２木曜日 小袋地区 下小袋地区

１０：１０～１０：２０

白木原自動車

１４：２０～１４：３０

小袋公民館

１０：２５～１０：３５

諌山地区 西小路地区

１４：３５～１４：５５

第４木曜日 臼木地区 土田集会所

１０：４０～１０：５０

真坂小

１３：００～１３：４０

下佐知バス停付近

佐知地区
土田地区

橋本商店

１５：００～１５：１０

箭海荘

１０：００～１０：２５

１３：４５～１３：５５

倉迫バス停前

１０：３０～１０：４０

佐知集会所

１４：００～１４：１５

西秣地区 尾下集会所

１０：４５～１１：００

牛ノ首集会所

１４：２０～１４：３５

第４金曜日 下深水地区

深水小

１３：００～１３：４０

１４：４５～１５：００

上深水地区

臼木集会所

１５：１０～１５：４５

下深水地区 小路住宅

真坂保育園

１５：５０～１６：３０

臼木地区 渋見地区

第２金曜日 下秣地区

森山地区

浪立宮下橋付近 １３：４５～１３：５５
１４：００～１４：１５

キキメック前

１４：２０～１４：３０

修光園

１４：４５～１５：１５

成恒地区 福祉センター

１５：３０～１６：００

つぶやき
【代表】小幡記念図書館
〒871-0056 中津市1366番地1（片端町）
℡ 0979-22-0679
Fax 0979-24-3516
●《三光図書館》℡0979-43-2032 （三光公民館内）
●《本耶馬渓図書館》℡0979-52-3033
（本耶馬渓公民館内）
●《耶馬溪図書館》℡0979-54-3111
（耶馬溪公民館内）
●《山国図書館》℡0979-62-2141

地球温暖化だ！暖冬だ！と言われてい
ますが、やはりこの時期は寒いです。
それでも通勤途中に見える八面山がうっ
すら雪化粧しているのを見るとちょっとウ
キウキする自分がいます。寒い時には
寒い時なりの楽しみがあるものですね。
例えば こたつで読書。とか？（笑）

２０１６年3月号（ＮＯ．4）

世の中空前の ≪ねこブーム≫ ですね。
”ネコノミクス”とも言われ経済効果も絶大だそうです。
飼い方・育て方はもちろん、小説、格言、写真集等々たくさん所蔵してます
『コトラ、母になる』

岩合 光昭／著
ごぞんじ「世界ネコ歩き」でお馴染みの岩合光昭さんの本
他にも『きょうのにゃんこ100』『そっとネコぼけ』など多数あります

『私信まるです。』 mugumogu／写真と文
ビールの空き箱に飛び込む姿が投稿されるや、大ブレイクした「まるです。」
生後1か月のキジトラの妹「はな」がやってきて…心和む猫フォトエッセイです

『しろさびとまっちゃん』 太田

康介／著
福島第一原発近くの富岡町にひとり留まり、とり残された動物たちと暮らして
いる松村さん 保健所行きになりそうな白猫姉妹を引き取った 写真物語です

『人生はニャンとかなる!』 水野

敬也／著
かわいくてユーモラスな猫の写真と、忘れがちな「大切なこと」を教えてくれ
るフレーズを収録 続編の『人生はもっとニャンとかなる!』 も好評です

『猫の言い分お伝えします。』 アネラ／著
動物の声が聞こえる日本人アニマルコミュニケーターが伝える猫の言い分
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●今月の休館日・・・１日、8日、15日、22日、29日、31日
●開館時間
・・・１０：００～１８：００

『小説ちはやふる 中学生編１～４』 末次由紀/原作 ・イラスト （K913ﾄ）
この春競技カルタを題材にした人気コミックの実写映画が上映されます。三光所蔵の『小
説ちはやふる』ではコミックや映画で語られなかった主人公たちの中学時代の様子が描か
れています。この本を読んでから映画をみるば空白の時間が埋められて違った印象をうけ
るかもしれませんね。

移動図書館車運行表
曜日

地区

駐車地 予定時間

曜日

地区

駐車地 予定時間

第１木曜日 西秣地区 池部住宅

１０：１５～１０：２５

第１金曜日 上田口地区 野地平地区

１０：１０～１０：２０

西秣住宅

１０：３０～１０：４５

下田口地区 下田口集会所

１０：２５～１０：３５

岸ノ上地区

１０：５０～１１：００

秣小

１３：００～１３：４０

深秣保育園

第３木曜日

上秣地区

木崎橋

１０：４０～１０：５５

山口小

１３：００～１３：４０

１４：００～１４：１５

三光郵便局

１３：４５～１３：５５

アメニティタウン １４：２０～１４：３５

原口地区 ユタカ電器店

１４：００～１４：１５

第３金曜日

成垣地区

第２木曜日 小袋地区 下小袋地区

１０：１０～１０：２０

白木原自動車

１４：２０～１４：３０

小袋公民館

１０：２５～１０：３５

諌山地区 西小路地区

１４：３５～１４：５５

第４木曜日 臼木地区 土田集会所

１０：４０～１０：５０

真坂小

１３：００～１３：４０

下佐知バス停付近

佐知地区
土田地区

橋本商店

１５：００～１５：１０

箭海荘

１０：００～１０：２５

１３：４５～１３：５５

倉迫バス停前

１０：３０～１０：４０

佐知集会所

１４：００～１４：１５

西秣地区 尾下集会所

１０：４５～１１：００

牛ノ首集会所

１４：２０～１４：３５

第４金曜日 下深水地区

深水小

１３：００～１３：４０

１４：４５～１５：００

上深水地区

臼木集会所

１５：１０～１５：４５

下深水地区 小路住宅

真坂保育園

１５：５０～１６：３０

臼木地区 渋見地区

第２金曜日 下秣地区

森山地区

浪立宮下橋付近 １３：４５～１３：５５
１４：００～１４：１５

キキメック前

１４：２０～１４：３０

修光園

１４：４５～１５：１５

成恒地区 福祉センター

１５：３０～１６：００

つぶやき
【代表】小幡記念図書館
〒871-0056 中津市1366番地1（片端町）
℡ 0979-22-0679
Fax 0979-24-3516
●《三光図書館》℡0979-43-2032 （三光公民館内）
●《本耶馬渓図書館》℡0979-52-3033
（本耶馬渓公民館内）
●《耶馬溪図書館》℡0979-54-3111
（耶馬溪公民館内）
●《山国図書館》℡0979-62-2141

公民館の梅の花もあっという間に咲き
ほころんで、かわいらしい姿をみせてく
れています。まだかまだかと待ち望んで
いたはずの春が、気づいた時にはすぐ
そばまで来ていたのですね。 こんなふ
うに意識していたはずの事に気づかず、
何か大切な事も忘れているのでは？と
なんとなく不安になる年度末です（笑）

