２０１６年4月号（ＮＯ．5）

本年度より開館時間が延長になりました！ 今まで日曜・祝日は１７時までの開館となっておりましたが、本
年度より図書館開館日全日１８時までとなっています。本館小幡においては、９時から１９時の開館です。皆さ
まの生活スタイルに少しでも寄り添い利用しやすい図書館を目指して頑張っていきたいとおもいます。本年度
もどうぞよろしくお願いいたします(^_-)-☆

今 “アラハン” が元気だ！！
“アラハン”をご存知ですか？
「アラウンド・ハンドレッド」の略で100歳前後の人のことです。
そのアラハンの本が売れていて東京都内の大型書店には
アラハン本のコーナーも特設されているそうです。
NHK「あさイチ」でも特集されました。
98歳の家事評論家・吉沢久子さんをはじめ、101歳の笹本恒
子さんは日本初の女性報道カメラマン（残念ながら三光以外
の館で所蔵しています）、なかでも、50万部のヒットとなってい
るのが美術家・篠田桃紅さん103歳の著書『一〇三歳になっ
てわかったこと』、その後『一〇三歳、ひとりで生きる作法』も
出ています。
女性ばかりではありません。医師で医学博士の御年104歳、
日野原重明先生の著書も根強い人気です。
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４月の月末整理休館日は５月２日（月）曜日
です。気を付けてお越しください。
図書館開館日全日開館時間は
１０：００～１８：００です。

誰にでも理解してもらえうわけではない
けれど、そこに確かにある不思議な存
在・世界と人との関わりを書いている作
家さんだと思います。

ガール・ミーツ・死神!?
体は蘇生したけれど、
心は死んだまま。そん
な希子が出会ったの
は、死神がはじめたう
どんカフェだった-。そ
こで働く訳あり店員た
『死神うどんカフェ1号店』 ちと希子の青春グラ
講談社
フィティ。

（ダーク）ファンタジーのようでもあるけ
れど、重点を置かれているのは人の葛
藤や悩み、悲しみ、喜び･･･自分の未熟
さに気づかされたり、悩みがはれる･･･
そんなヒントの散りばめられている作品
たちです。

なりたい姿になれると
いうお面「妖面」は
諸刃の剣。面をはずせな
くなれば荒魂化し、人とし
て生きていけなくなる。面
作師見習いの太良と甘
楽が出会うのは･･･
『お面屋たまよし』
講談社

小学5年生・遊川
迅の前に現れた妖
怪たち。目的は兄
の風春を取りもど
すことで!?
『妖怪の弟はじめました』
講談社

墓守りを仕事とし、墓地に
暮らす黒髪の少年レオ。数
奇な生い立ちゆえに、墓地
に集う霊たちと会話をする
ことができるレオが、その
能力で「死」に足を踏み入
れた人たちを救っていく･･･

～ほかにもあるよ♪～

『密話』講談社
『UFOはまだこない』講談社
『ユリエルとグレン』講談社
他館所蔵です。ご希望の方はぜひ
予約をどうぞ！

『墓守りのレオ』
小学館

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

春です。ちょぴり切ない別れと ドキドキ
出会いの季節です。
新しい生活をスタートさせる仲間に盛大
なエールと感謝を、 そして あたらに迎
える仲間に心からの信頼と期待を。 今
まで共に過ごした時間もこれから力を合
わせて乗り越える経験も、全てが自分の
宝物になることでしょう。

２０１６年5月号（ＮＯ．6）

５月になりました！皆様いかがお過ごしですか？４月から新しい生活をスタートされた方は
環境にちょっとずつ慣れてきて、緊張が解け始めた頃ではないでしょうか。なんだか体に不調が・・・
特に何もないのに気持ちが落ち込んできた・・・そんな時こそ本を読んでみて下さい！本は生きるヒントを与え
てくれます。皆様と本との素敵な出会いができますよう、頑張っていきたいと思います。

１．『九年前の祈り』 小野 正嗣（講談社）
第152回芥川賞受賞作品。 全４作からなる短編集です。

２．『密林の夢』 アン・パチェット（早川書房）
内容もさることながら、その美しい装丁に惹かれる本でもあります。

３．『過ぎ去りし王国の城』 宮部みゆき（KADOKAWA）
ファンタジーのようでもあるけど実はシビアなミステリー？

４．『レアリア』 雪乃 紗衣（新潮社）
魔女家当主の元に育った少女ミレディアのストーリー。未完結。

５．『天空の蜂』 東野圭吾（講談社）
『ラプラスの魔女』（KADOKAWA）
予約殺到必須感のある東野作品。さすがの２作ランクイン！

未読作品があったら是非予約をどうぞ！(^_-)-☆
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日 月 火 水 木 金 土
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１．『治す・防ぐ・若返る健康医学事典 からだ力
編（食べ方+運動）』
日野原重明（講談社）

15 16 17 18 19 20 21

２．『川瀬敏郎一日一花』

22 23 24 25 26 27 28

３．『日帰りで山に登る九州の山』 吉川満
（弦書房）
４．『お年寄りが笑顔になる楽しい壁面かざり12
か月（介護の現場を明るく、楽しく！）』
小池寛子（ナツメ社）
５．『アクリル毛糸で編むエコタワシ』
（コスミック出版）

29 30 31
5月の月末整理休館日は ６月１日（水）曜日
です。気を付けてお越しください。
図書館開館日全日開館時間は
１０：００～１８：００です。

川瀬敏郎（新潮社）

全国書店員が選んだいちばん！売りたい本👑
2016年本屋大賞が4月12日に決定いたしました！！
大賞は宮下奈都さん「羊と鋼の森」2位は住野よるさん「君の
膵臓を食べたい」3位は中脇初枝さん「世界の果てのこどもた
ち」です。どれも予約がいっぱい・・・では！待っている間にほ
かの作品を読んでしまいましょう！ということでいくつかご紹介
していきたいと思います。
『ふたつのしるし』

『あかいくま』

しるしというのは希望
に似ている。
目立たないように、息を
ひそめるように過ごす”
優等生”遙名。勉強のこ
とを１秒も考えない”落
ちこぼれ”のハル。全く
違う人生を歩んできた
二人の成長と、奇跡の
出会いを描く。

おしえてちょうだい。わ
たしはにんげんかしら。
それともあかいくまかし
ら。りかちゃんは、あか
いくまといっしょにその
答えをさがす旅に出ま
した。
りかちゃんは答えをみ
つけられるでしょうか？

宮下奈都 光文社

中脇初枝 講談社
『太陽の坐る場所』

『真実の１０メートル手前』

高校卒業から１０年。
クラス会に集まったメ
ンバーの話題は、女
優になった同級生の
「キョウコ」。次こそ彼
女を呼ぼうと話し合う
が・・・
深い共感を呼び起こ
すミステリー
辻村深月 文藝春秋

滑稽な悲劇、あるい
はグロテスクな妄執。
痛みを引き受けな
がらそれらを直視す
るジャーナリスト、太
刀洗万智の活動記
録。これはまだ彼女
が新聞記者だった
時期の話。
米澤穂信 東京創元社

他の作品を読むことで、作者さんの背景を見ることが出来ると思います！
ご紹介できなかった作品がまだまだあります。お気軽にお尋ねください！
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１年で一番好きな季節になりま
した。目に鮮やかな新緑は元気
やパワーを私たちに十分に与
えてくれます。
新しい事についついチャンレン
ジしたくなる。そんな季節です。

２０１６年６月号（ＮＯ．7）

６月です。２０１６年からの「山の日（８月１１日）」制定に伴い、６月は祝日が無い唯一の月となりました。
５月の連休を懐かしく思う今日この頃。皆様いかがお過ごしですか？この月は２１日頃に、夏至（一年で最も
昼が長く夜が短い日。）があります。「日が長くなったなぁ・・・」と感じるのもこの時期ではないでしょうか。そし
て梅雨入りの月でもあります。じめじめに負けずに元気に過ごしたいですね。

今日は雨、お家で何しよう・・・？そんな時は、オリジナルの作品を作っ
てみませんか？いろいろな手作りの本が図書館にはあります。是非ご
利用ください。
『マニキュアフラワーで
つくるアクセサリー』

hina工作室（池田書店）

『くみひもBOOK』
eingectar-e
（マガジンランド）

『UVレジンでつくる!
ほっこりかわいい
動物モチーフ』
紐って便利!

（株式会社ブティック社）
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『あめ ぽぽぽ』くもん出版
ひがしなおこ(作)きうちたつろう(絵)

雨の日のお出掛け。ぽぽぽ、
さあさあ、ぴとぴと、じゃくじゃく。
いろんな音が聞こえてくるよ。

12 13 14 15 16 17 18

『あさがお』金の星社
荒井真紀(文・絵)

19 20 21 22 23 24 25

自然のふしぎにみちた
アサガオの一生を
美しい細密画で描いた絵本

26 27 28 29 30
６月の月末整理休館日は ６月３０日
木曜日 です。気を付けてお越しください。
図書館開館日全日開館時間は
１０：００～１８：００です。

『おじさんとカエルくん』あすなろ書房
ﾘﾝﾀﾞ･ｱｼｭﾏﾝ(文)ｸﾘｽﾁｬﾝ・ﾛﾋﾞﾝｿﾝ(絵)
なかがわちひろ(訳)

雨の朝、しかめっつらのおじさんと
にこにこ笑顔の男の子が出会い
ます。
さあ、何が起きるのかな？

６月と言えば、梅雨入り。雨がたくさん降ってジメジメしがちな
時期ですね。梅雨入りの後も毎日快適に過ごすために、家中
をお掃除しませんか？いろいろなお掃除のやりかた・道具・ア
イデアが載った本をご紹介いたします。
『１円も使わないお掃除グッズ１０８』
大津たまみ 双葉社
お金をかけずに家中きれいにできたら・・・
捨てるもの・余っているもの・繰り返し使えるもの、
家にあるものをつかってピッカピカ！

『ナチュラル洗剤でちょこっとピカピカ掃除！』
小穴康二 世界文化社
家事の途中にナチュラル洗剤を使ってちょこっと
お掃除。場所ごとに汚れのタイプを見極めて、
しっかりとお手入れ。ナチュラル洗剤を活用して

『毎日のお掃除手帖』

宝島社
昔ながらの知恵でナチュラルに。誰でも今日から
お掃除上手！お掃除を驚くほどラクにするアイ
デア満載です！毎日ちょっとずつで、快適な環
境作りができます。

※お掃除本まだまだあります！お気軽にお尋ねください。
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九州北部（大分）今年の梅雨入り
予想は5月27日~6月7日頃だそう
です。 なんとなく鬱陶しい気分で
はありますが適度な雨がもたらす
秋のみのりを想いながら、雨の日
にしかない楽しみを見つけるのも
いいですね。

２０１６年７月号（ＮＯ．８）

『夏の土用の丑の日にはウナギを食べる』と言う風習が、平賀源内により広められたという話をご存じの方は多い
かと思います。ですが本来 夏の暑さを乗り切るため風習として食べられていたものは『ウナギ』だけではありませ
んでした。例えば、うどん、梅干し、ウリ、土用餠･･･（「う」が付く食べ物なら良かったそうです）何はともあれ、食欲
の減退は体力の衰えに直結します。もりもり食べて元気に夏を乗り切りましょう！あ～でもやっぱりウナギが食べた
い！！ なんてね(*´ω｀*)

『天下人の茶』 伊東潤(著) 文藝春秋
『海の見える理髪店』 荻原浩(著) 集英社
『家康、江戸を建てる』 門井慶喜(著) 祥伝社
『暗幕のゲルニカ』 原田マハ(著) 新潮社
『ポイズンドーター・ホーリーマザー』 湊かなえ(著) 光文社
『真実の１０メートル手前』 米澤穂信(著) 東京創元社

選考委員会は平成28年7月19日（火）です！

日
3
10
17
24
31
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『うみざざざ』 ひがしなおこ(作)くもん出版
まぶしい空、さくさく熱いすな
今にも波の音がきこえてきそう。
波にかおがついているのも
かわいいですよ！

『すいかのたび』 高畠純(作)絵本館
すいかがゆらゆらと旅をしています。
さぁ旅の途中にはどんなものが待って
いるのでしょうか。

『モリくんのすいかカー』

７月の月末整理休館日は ８月１日
月曜日 です。気を付けてお越しください。
開館時間は１０：００～１８：００です。
（■は休館日です。）

かんべあやこ(作)くもん出版
コウモリのモリくんが、色んなものを
車にするシリーズ。今回は夏です！
海でスイカ割り！すいかカーに
のって何をするのかな？

追
悼

末吉暁子さん

児童文学作家の末吉暁子さんが今年の５月末にお亡くなりになりました。 『ざわ
ざわ森のがんこちゃん』を原作とする人形劇は1996年にＴＶ放送がスタートして以
来今でも子どもたちに親しまれている作品です。 おばけ、恐竜、ゆうれい、魔法。
ちょっと不思議な世界だけど、キャラクターはなんだかあったかくて、ほんわか。ド
タバタしたりもするけど、心寄り添える･･･そんな作品を多く残した作家さんでした。
心よりご冥福をお祈り申し上げます。
偕成社
『黒ばらさんの七つの魔法』

アカシア団地に住む黒ばらさんは、変身術と飛行術しか
使えない二級魔法使い。お人よしの彼女は、世のために
人のために、二つの魔法を使って大活躍をする。
どこかドジな魔女の、心温まる七つの物語。
『ぞくぞく村の魔法少女カルメラ』

あかね書房

半分だけ吸血女のカルメラは、立派な吸血女になりたく
て、魔女のオバタンに頼みます。オバタンはカルメラに次
の満月までに、女の子のおばけ30人の髪の毛を集めて
くるように言いますが・・・。
『新ざわざわ森のがんこちゃん がんこちゃんはアイドル』
講談社

学芸会で「大どろぼうとおひめさま」という劇をやること
になったがんこちゃん。お家でお父さんに手伝ってもら
いながら、ちょっと変わった練習にはげんでいます。
どんな劇をやるのかな？
『クルミおばばの魔法のおふだ』

ゴブリン書房

夏休み。おじいちゃんにつれてきてもらった『クルミ森』で、
コータは不思議な女の子・クルミっこと出会います。
『クルミおばば』からあずかった大事なトックリを割ってし
まい、泣いているクルミっこ。コータは水筒を貸してあげ
るのですが・・・。
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公民館のエントランスには色とり
どりの季節の花が飾られています。
地域にお住まいのK.Kさんが花
瓶から用意して生けて下さってい
ます。 もちろん来館されるお客様
にとても好評で職員一同心潤され
ています。感謝感謝です。

２０１６年８月号（ＮＯ．９）

皆様暑い夏をいかがお過ごしですか？今年もやってまいりました！８月４・５・１２・１８・１９・２５・２６日の
日程で、「夏休み一日図書館司書体験」に地域の小学６年生が来てくれます。子どもたちの頑張りを是非
応援してあげてくださいね。
＊お知らせ①＊
図書館はお盆の期間も休みなく開館しております。
人混みに疲れたら図書館に一息つきにきてください (*´ω｀*)
＊お知らせ②＊

１８日（木）の新しい本の受け入れはお休みさせていただきます。
ご迷惑をおかけしますが よろしくお願いいたします。

☆
☆
☆
☆
☆

小学生のみなさん８月になりました。宿題は進んでいますか？
図書館では自由研究や工作、平和に関する本･･･いろんな
本をご用意しています。ぜひお役立てください。 そうじゃないと
あっと言うまに８月３１日になっちゃいますよ～(+_+)
『小学生の自由工作ﾊﾟｰﾌｪｸﾄ 低学年・高学年』成美堂出版
（2016/7）K750
『いまいみさの牛乳パックでつくるエコおもちゃ』実業之日本社
（2011/7）K754
『自由研究にぴったり!夏休みの自然観察』成美堂出版
（2015/6）K460
『しかけが楽しいアイデア貯金箱』ブティック社 （2013/7）K750
『自由研究小学生』学研教育出版 （2015/6）K407
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８月の月末整理休館日は ９月１日
木曜日 です。気を付けてお越しください。
図書館開館日全日開館時間は
１０：００～１８：００です。（■は休館日です。）

「ことりぞ」京極夏彦/岩崎書店
仏壇のある部屋、古いお堂、お墓の
奥・・・黒猫と一緒に女の子が遊んで
います。「なにかいますか？」気配を感
じた女の子。すっと女の子のお面に
後ろから伸びてきたものは・・・

「かっぱ」杉山亮/ポプラ社
沼で釣りをして帰ってきた父親は
濡れた着物のままキュウリをむしゃ
むしゃ。女の子が父親の異変に
気付いたそのとき・・・！

「おばけにょうぼう」
内田麟太郎/こどもプレス
恐ろしくもどこかユーモラスな
妖怪達による婚礼絵巻。 おば
けだって結婚するんです。
まだまだこわ～い本あります・・・

第155回直木賞受賞

荻原浩さん
「海の見える理髪店」
荻原さんってこんな人・・・
1956年6月30日埼玉県生まれ。広告制作会社勤務、フリーのコピーライターを経て
97年「オロロ畑でつかまえて」で第10回小説すばる新人賞を受賞しデビュー。
作品紹介
『明日の記憶』04年光文社刊＝第18回山本周五郎賞受賞
人ごとだと思っていたことが、わが身に起きてしまった。
若年性アルツハイマーと告げられた佐伯。彼には、
記憶を全てなくす前に果たさねばならない約束があった・・・。
『あの日にドライブ』05年光文社刊＝第134回直木賞候補
人生、今からでも車線変更は可能だろうか。
元銀行員のタクシー運転手は、自分が選ばなかった
道を見てやろうと決心した。
『愛しの座敷わらし』08年朝日新聞出版刊＝第139回直木賞候補
大切なものは、どこにあるだろう。
東京から田舎に引っ越した高橋一家が、座敷わらしとの
出会いを機に家族の絆を取り戻してゆく。
ささやかな希望と再生の物語。

『ひまわり事件』09年朝文藝春秋刊
隣接する老人ホーム「向日葵苑」と「ひまわり幼稚園」。
園児と老人の交流を、大人の事情が邪魔をする。
やがて起こる過激な「事件」とは？
ご紹介した作品以外の三光所蔵本です！お気軽にお尋ねください。
金魚姫/KADOKAWA・花のさくら通り/集英社・ここにいるよざしきわらし/朝日出版社
幸せになる百通りの方法/文藝春秋・ひまわり事件/文藝春秋・ちょいな人々/文藝春秋
さよなら、そしてこんにちは/光文社・ママの狙撃銃/双葉社・さよならバースディ/集英社

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

皆さん、8月11日山の日をご存知で
しょうか？今年から始まった新しい休
日です。「山に親しむ機会を得て、山
の恩恵に感謝する」日です。平成8年
に設けられた「海の日」以降、20年ぶ
りにできた祝日です。これにより国民
の祝日は16日になりました。

２０１６年９月号（ＮＯ．１０）

暑さ寒さも彼岸までと言いますが、皆様いかがお過ごしでしょうか？今年の夏も暑かったですね。９月２２日
秋分の日は昼と夜の長さがほぼ等しくなる日です。この日を境に昼間がだんだん短くなります。そして９月１９
日は敬老の日です。長年にわたり社会に貢献してきた高齢者の方々を敬い、その長寿をお祝いする日です。
「本を読むと若くなる」と言われます。読書が心の健康に役立ち、頭の体操になるからです。心も体も健康に毎
日楽しく過ごしたいですね。

夏の疲れを引きずっていませんか？そんな体の不調を
自力でメンテナンス！不調スッキリ解消法の本や、健康な体作り
の本などをご紹介いたします。
☆ 『カラダの不調すっきり大辞典』宝島社
（2016/6）498.3
☆ 『NHKきょうの健康 不調スッキリ解消法』主婦と生活社
（2015/7）492
☆ 『寝たまま簡単ストレッチ』枻出版社
（2016/4）781.4
☆ 『100歳まで歩ける！一生寝たきりにならない！自力でできる
0円「ペットボトル1分体操」』主婦の友社 （2015/11）493.1
☆ 『1日1分で医者いらず！奇跡のリンパストレッチ』宝島社

９月
2016
日 月 火 水 木 金 土
1

2

3

『どんぐりころちゃん』
みなみじゅんこ/アリス館

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
９月の月末整理休館日は ９月３０日
金曜日 です。気を付けてお越しください。
図書館開館日全日開館時間は
１０：００～１８：００です。（■は休館日です。）

かわいくて楽しい「どんぐりころ
ちゃん』を、森のどんぐりたちと
一緒に歌ってみませんか？

『おちば きょうそう』
白土あつこ/ひさかたチャイルド

たっくんが庭の落ち葉を掃いている
と、たぬきがひょっこりあらわれて
言いました「ははは。へたくそだなあ」
そこでふたりは落ち葉集めの競争を
始めましたが・・・。

『あきねこ』 かんのゆうこ/講談社
かのが公園で出会った黒猫は、
不思議な絵の具を使って真っ白な
画用紙に秋の風景を描きだしました
すると・・・。秋の色がたくさん詰ま
った絵本です。

日本の秋の夜長を楽しむ行事と言えば、十五夜の
お月見です。今年の十五夜は９月１５日だそうです。
お月見にちなんで今回は、月や星に関する本を
ご紹介いたします☆
「星空さんぽ」誠文堂新光社
秋と冬の星座の見どころを
紹介するほか、月の楽しみ方
アイスランド星空紀行、あると
便利な星空アイテムなどを
紹介しています。
これで夜空観察も完璧！
「星空の楽しみ方」
高橋典嗣/洋泉社
星座とそれにまつわるギリシア神話
星と宇宙の基礎知識。
人類と宇宙のかかわり、天体観測を
行う際の準備。星空の観察方法など
を解説しています。
「月の満ちかけ絵本」
大枝史郎あすなろ書房
なぜ新月はみえないの？
月の満ちかけはどうしておこる？
その周期は？日蝕や月食はどう
しておきるの！？
新月から明けの三日月まで、月の
ひとめぐりをイラストとともに解説。
月と宇宙の豆知識もあります！
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「この暑さからは逃げられな
い！」なんて思っていたのに気が
つくと朝晩にはさわやかな風を感
じたりして、季節は確実に移って
いますね。 とは言え酷暑に疲れ
た体を癒すにはもう少し時間が欲
しいところです（笑）

8 月 4 日（木）
：山口小学校
8 月 5 日（金）
：真坂小学校
8 月 25 日（木）：秣 小学校
毎年恒例になっている「夏休み一日図書館員体験」が今年も実施されました。三光地区の元気な小学校６年生たちです。
図書館の仕事について１つでも新な発見があったでしょうか？少しでも興味が深まったならとてもうれしいです。また、当日子どもたちにお付き合い
くださった利用者の方には深くお礼を申し上げたいと思います。温かく見守って下さってありがとうございました。
では 山口小学校と、真坂小学校の子どもたちの様子と感想文を紹介させていただきます。
（後半は来月号で！）

ダブル

興味津々。用意した

かみいし

秣小学校： 上石

元気いっぱい W うめき君。

作業をわくわく楽しそう

き

ら

姫愛

さん

いざ作業が始まると、その

に体験してくれて、私た

態度は真剣そのもの！ケーブル

ち職員も嬉しかったで

テレビの撮影スタッフさんの要望

す。図書館の裏側

にもﾊﾞｯﾁﾘ応えてくれま

どうだった？

した。すごい！

私は一日図書館長を体験して、図書
館の仕事は大変だと実感しました。
本をなおすところがパパッとなおす
のではなく、ゆっくり時間をかけて
したり、装備を空気が入らないよう

山口小学校：

うえたに

上谷

ゆ な

優奈

さん

うめ き

にするのが難しかったです。楽しか

ゆうた

真坂小学校： 楳木 優汰さん

本の位置がよくわかったし、せいきゅう
記号のことはあまりしらなかったけど司
書の方がたに聞いてよくわかりました。
次は絵本の読み方をおそわるそうなので

ったのは、本を貸したり返したりす

ぼくが思っていたよりも仕事が難しかった

るときにピっとするのが楽しかった

り、仕事が多くてたいへんだったけど、思って

です。教えてくださってありがとう

いたよりも楽しかったです。そして、知らない

ございました。

人とかかわって、なかよくなれると思うから、

楽しみです。

この仕事はいいなと思います。
説明をキチンと聞いて質
問をしたり、利用者様に感

真坂小学校：

うめき

梅木

りょう

涼

さん

ふだんできない体験ができてよかったです。

本の整理や貸出などはもうたぶんできない
とおもうのでよかったです。

じのよいあいさつのでき
るしっかりもののきらさ
んでした。
と

8 月 18 日（木）
：深水小学校
抹 小学校
8 月 19 日（金）
：抹 小学校

毎年恒例になっている「夏休み一日図書館員体験」が今年も実施されました。三光地区の元気な小学校６年生たちです。
図書館の仕事について１つでも新な発見があったでしょうか？少しでも興味が深まったならとてもうれしいです。また、当日子どもたちにお付き合いくださった
利用者の方には深くお礼を申し上げたいと思います。温かく見守って下さってありがとうございました。
では 深水小学校と秣小学校の子どもたちの様子と感想文を紹介させていただきます。
第一印象はクールな翔音くんですが、作業に

す ず き

あき ひさ

深水小学校： 鈴木 章久 さん

対する気持ちはとても熱くて向上心がありま
す。本当に感動しました！図書館の印象、良

難しそうだったけど いがいと かん単できかいそうさもすぐできるようになりました。 本
の装備もすぐにきれいにできたのでうれしかったです。

い方にかわったのかな？

読み聞かせ

もしました。今日の 2 時間半は楽しかったです。
ふるの

しょおん

秣小学校： 古野 翔音 さん

ポジティブで元気、何事にも興味津々。

図書館の人の大変さが分かりました。本の装備や、もう図書館でつかわれなくなった雑誌

楽しそうに作業してくれる姿が印象的でし

を処分したりしました。 ぼくが思っていた図書館の仕事と実際やっていた仕事がちがった

た。「楽しかった」の感想、私たちも嬉しいで

のでびっくりしました。ぼくがやって一番楽しかった仕事はカウンターで本を貸したり返した

す。学校でもこの経験を役立ててね！

りすることでした。こんなきちょうな体験ができて本当によかったです。

思慮深く慎重な朔太朗さん。涼太さんと仲
良しコンビで息もぴったり、作業の分担やお

涼太さんの読み聞かせは超絶品！聞く人

互いのフォローをしあっていました。見てい

の心を引き付ける技術を持っています。作

てとても微笑ましかったです。

業も早くてとても頼りがいがありました。ま
たお手伝いに来てほしい！笑）
さ さ お

りょう た

秣小学校：笹尾 涼 太 さん

まえたいら

さく た ろ う

秣小学校：前 平 朔太朗 さん
一日図書館長になって思ったことは図書館長の仕事が楽しかったことです。図書館体験
して学んだことは日本十進分類法です。最初の０は総記です。１は宗教、哲学です。２は

一日図書館長を体験して思ったことは楽しいけど大変ということです。パソコンを使った作

地理歴史です。３は社会科学です。４は自然科学、５は工業技術、６は産業、７は芸術、

業やお客さんの接客のしたかをおぼえるのは難しかったです。 読み聞かせのことはこれ

スポーツ、８は言語、９は文学を学びました。図書館体験で一番楽しかったのは返した

から読み聞かせをする時にいかしたいです。

り、借りたりするのが楽しかったです。

２０１６年１０月号（ＮＯ．１１）

夏の暑さはどこへやら、すっかり空気が秋らしくなってきましたね。皆様いかがお過ごしですか？
９月の秋分の日も過ぎて、夜が長くなりました。なかなか寝付けないなんて方もいらっしゃるのではないでしょ
うか。そういうときこそ本の出番です！普段あまり読まないような長編小説なんかに手を伸ばしてみるのもい
いかもしれませんね。今年は１０月２７日～１１月９日が読書週間です！これを機に多くの方が本を手に取っ
て下さるとうれしいです。今年のコスモス祭りは１０月９日～１０月３０日開催です。

おいしいモノを沢山
食べよう！
秋って不思議と食欲がわいてきますよね！おいしい
モノのつくり方の本や、食べ物が出てくる本をご紹介いたします。
◎ 『彼女のこんだて帖』角田光代/ベターホーム出版局（913.6ｶ）
◎ 『食堂のおばちゃん』山口恵以子/角川春樹事務所
（913.6ﾔ）
◎ 『エミリの小さな包丁』森沢明夫/角川書店（913.6ﾓ）
◎ 『お菓子手帖』長野まゆみ/川出書房新社（913.6ﾅ）
◎ 『お芋の菓子箱』江島雅歌/農文協（596.6ｴ）
◎ 『材料入れてコトコト煮込むだけレシピ』
堤人美/主婦の友社（596ﾂ）
◎ 『旬をおいしく食べて健康に！野菜ごはん』リベラル社（596.3ﾔ）
◎ 『改訂版 いも・くり・かぼちゃのスイーツ』信田康代/ブティック社
（596.6ｼ）
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１０月の月末整理休館日は １０月３１日
月曜日 です。気を付けてお越しください。
図書館開館日全日開館時間は

１０月３１日はハロウィン！ハロウィンや
魔女やおばけが出てくる絵本を紹介します。
「バケミちゃん」
おくはらゆめ/講談社
バケミちゃんは、ゴミ捨て場で「ええ
もん」を探すのがじょうず。
さて、今夜の収穫は・・・？
「まほうつかいのトビィ」光村教育図書
カズノ・コハラ(作)石津ちひろ(訳)
空が飛べなくて友達ができないトビィ
ある日森で出会ったドラゴンが飛び
方を教えてくれることに。ところが何
度やっても飛べなくて・・・
「モリくんのハロウィンカー」
かんべあやこ/くもん出版
かぼちゃのハロウィンカーでモリ
くんたちは家々をまわります。
ところが、もらったお菓子をネズミ
君たちが食べちゃって・・・

いざ、読書。
皆さん読書週間をご存知でしょうか？終戦まもない１９４７(昭和２２)年に「読書の力によって
平和な文化国家を作ろう」という決意のもと、１１月１７日から第１回読書週間が開催されました
第２回からは期間も１０月２７日～１１月９日（文化の日を中心にした２週間）と定められました。
読書で世界を広げてみませんか？
『眩（くらら）』朝井まかて/新潮社
北斎の娘にして「江戸のレンブラント」
天才女絵師・葛飾応為の知られざる
生涯を圧倒的リアリティで描きだす

『老人の極意』松村友視/河出書房新社
老人が放つ言葉、仕草、姿に宿る強烈
な個性とユーモアから、生きる流儀が見
えてくる！これぞ「老い」の凄ワザ!

『我が家の内輪話』
三浦朱門・曽野綾子/世界文化社
日本を代表する知識人でおしどり
夫婦と言われてきた作家の三浦
朱門、曽野綾子氏の交換エッセイ

『ダ・ヴィンチ・コード 上・下』
ダンブラウン/角川書店
ルーヴル美術館長が死体で発見される。
その夜館長と会う約束になっていた
ハーヴァード大教授ラングドンは、
警察より調査協力を求められた。その
死体は、ダ・ヴィンチの最も有名な素描
を模した形で横たわっていた。

☆まだまだたくさんあります
自分のお気に入りを見つけに
図書館へ来て下さいね！
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℡ 0979-22-0679
Fax 0979-24-3516
●《三光図書館》℡0979-43-2032 （三光公民館内）
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●《山国図書館》℡0979-62-2141

毎年恒例の三光コスモス祭りの時
期です。中津市市外の方の来場も多
く図書館のまわりも賑やかになります。
交通量も増えるのでご来館の際は十
分お気を付けくださいませ。この時期
ならではのイベントです。お楽しみく
ださいね。 お帰りの際にはぜひ図
書館へお立ち寄りください♪

２０１６年１１月号（ＮＯ．１２）

１１月になりひっそりと冬の気配が感じられるようになりました。皆さまいかがおすごしですか？そろそろ紅葉
がピークを迎える時期でしょうか。紅葉狩りに出かけてみるのもいいですね。そして読書週間も１０月２７日か
ら始まっています。１１月９日までありますので、この機会に多くの方に読書の世界に触れていただけたら嬉し
いです。インフルエンザが流行り出す時期でもあります。体調管理に気を付けて過ごしてくださいね。

１『フランス人は10着しか服を持たない １』 ジェニファー・
L.スコット / 大和書房
２『ツバキ文具店』 小川 糸 / 幻冬舎
★『羊と鋼の森』 宮下 奈都 /文藝春秋
３『少女』 湊 かなえ / 早川書房
★『火花』 又吉 直樹 / 文藝春秋
４『カエルの楽園』 百田 尚樹 / 新潮社
★『坂の途中の家』 角田 光代 / 朝日新聞出版
５『境遇』 湊 かなえ / 双葉社
強豪ぞろいの小説をおさえての堂々一位はフランスの貴族の家にホームステイした
著者が、パリで学んだ上質な生き方を紹介する 『フランス人は10着しか服を持たな
い １』でした。 いかがでしょう。気になった本はないですか？
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１１月の月末整理休館日は １１月３０日
水曜日 です。気を付けてお越しください。
図書館開館日全日開館時間は
１０：００～１８：００です。（■は休館日です。）

『どんぐりころころ』
ひさかたチャイルド
秋になると公園や林でみか
けるどんぐりも、大きさや
種類はさまざま。特徴や動物
たちとの関係、成長の過程
などをわかりやすく紹介する写真絵本。

『おちばいちば』
西原みのり/ ブロンズ新社
さっちゃんが幼稚園で作った
どんぐりのお馬さんが、突然
歩き出しました。着いた先は
たくさんの虫や動物たちで
賑わう「おちばいちば」で・・・

『カエデ<モミジ>の絵本』
田中浩/ 農山漁村文化協会
カエデ(モミジ)にまつわる文化や
歴史までを豊富な写真や絵で
紹介しています。

毎年１１月２２日。通商産業省（現経済産業省）が制定。
パートナーへの感謝の意を示し、絆を深めるための日です。

『そうか、もう君はいないのか』 城山 三郎 / 新潮社
癌とわかった妻。私は言葉が出なかった。
かわりに両腕をひろげ、その中へ飛びこんできた容子を
抱きしめた。「大丈夫だ、大丈夫。おれがついてる」
夫婦の絆を綴る、愛惜の回想記。
『ゆけ、おりょう』 門井 慶喜 / 文藝春秋
幕末の京都で出会った「世話の焼ける弟」のような男・
坂本龍馬と結婚したおりょう。寺田屋で龍馬の命を
救ったおりょうは日本初のハネムーンで薩摩へ、
軍艦に乗って長崎へ…。

『秘密』 東野 圭吾 / 文芸春秋
妻と小学生の娘が事故に。妻の葬儀の夜、
意識を取り戻した娘の体に宿っていたのは
死んだはずの妻だった。運命は愛する人を二度奪っていく…。
切なさ溢れる長篇ミステリー。
『明日の記憶』 荻原 浩 / 光文社
若年性アルツハイマーと告げられた佐伯。
彼には、記憶を全てなくす前に果たさねばならない
約束があった…。身につまされる長編小説。

１１月１日から年賀状の販売が始まります！
ちょっと早いかも・・・ですが、年賀状の準備
始めませんか？年賀状作りに役立ちそうな
本をご紹介いたします。
【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）
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●《山国図書館》℡0979-62-2141

宇田川一美さんの「ゆる文字年賀状」
シリーズ第３弾。手描きならではの
なんとも言えない温かみが伝わっ
てくるようなイラスト集です♪
『とり年のゆる文字年賀状』
宇田川 一美 / 誠文堂新光社

つぶやき
読書週間は９日で終わってしまします
が、本を読むのにいい季節はしばらく続
きますね。 文学を読むだけが読書では
ありません。 ハウツー本や、自己啓発
本、写真集や雑誌。肩肘張らずに手にと
れる本もたくさんあります。特別なことを
意識しなくても、いつもそばに本がある
生活･･･素敵じゃないですか？

２０１６年１２月号（ＮＯ．１３）

～年末年始休館のお知らせ～

◎１２月２９日（木）～ １月４日（水）
今年一年 三光図書館をご利用いただきありがとうございました。
迎える新しい年もどうぞよろしくお願いいたします。

☆小さなごちそうタルト、おやつのタルト 若山曜子(著)日本文芸社
★大皿料理でおもてなし上手 多賀正子(著)世界文化社
☆美のフィンガーフード・50のレシピ 浜裕子(著)誠文堂新光社
★ホーロー容器で！持ちよりレシピ 重信初江(著)川出書房
☆12月31日につめるだけのフリージングおせち 枻出版
★ほめられおせち ＪＵＮＡ(神田智美)宝島社
☆たった１日で完成！作りおきおせちの本 枻出版
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「クリスマスのおとしもの」
ふくざわゆみこ/ぶんけい

25 26 27 28 29 30 31
１２月５日～９日までの間は、資料総点検の
ため休館。また年内の開館は２８日までです。
図書館開館日全日開館時間は
１０：００～１８：００です。（■は休館日です。）

「子うさぎましろのお話」
佐々木たづ/ポプラ社

本

「きらきらてんしのクリスマス」
クレアフリードマン/ひさかた
チャイルド

見れば見るほどそのイラストの精密
さにびっくりさせられる絵本、実際に
さわってみるとざらざらと、見るだけ
でなく手触りまで楽しめるもの、かと
思えばシンプルなイラストながら主
人公のうさぎの気持ちにするっと共
感できる･･･いろんな種類のクリスマ
ス絵本があります！お気に入りの１
冊を見つけてください(*´ω｀*)

読書週間（10月27日～11月9日）イベント

「よまんかえ～」
読書週間中、みなさんお気に入りの本のおすすめメコメントを「よまんかえ～」と
いうイベントで募集しました。寄せられたおすすめコメントと本をここでご紹介さ
せていただきます。

画像無し

『ひみつのへんしんクリームSOS』

本田 カヨ子/作(教育画劇)
『怪談オウマガドキ学園』
常光 徹／編集（童心社）
ちょっとこわいとこがすきです。
（岡﨑夏希さん）

『火垂るの墓』

わけは、くうしゅうで、お母さん
が死んでしまったけどお兄
ちゃんがせつこのためにきも
のとかをうってごはんをかって
くるところがすきです。（岡﨑

ひみつのへんしんクリームＳ０
Ｓで４時間だけわかがえること
ができてかい物をしていると
ちゅうで４時間がたちそうだと
きいていそいでいるところがお
もしろかった。（山﨑詩織さん）

『りんごかもしれない』
男の子がキッチンにあった
りんごをいろいろな見方をして
その見方が少しかわっていて
おもしろいのでぜひ読んでみ

『のだめカンタービレ』
『歴史漫画サバイバルシリーズ』
千秋真一がピアノを上手にひ
けるのがかっこいい。（大坪
咲絵さん）

れきしがくわしくわかってマン
ガでおもしろいからおすすめ

つぶやき
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なんとなく気がそぞろになる季節で
す。お坊さんだって走り回る時期（師
走）ですから（笑）さて 今年の冬至は
12月22日頃だそうです。一年で最も夜
が長く昼が短い日。と言う事は23日こ
ろからはお昼がだんだん長くなってく
るんですよね？寒さの本番はまだま
だですが、確実に季節は春にうつって
いく・・・ってさすがに気が早いでしょう
か？

２０１７年１月号（ＮＯ．１４）

あけましておめでとうございます。昨年は大変お世話になりました。今年も皆様と本と素敵な出会いができま
すよう、努めて行きたいと思います！今年もどうぞよろしくお願いいたします。
一月（睦月）は、家族や親戚縁者、あるいは周囲の人たちと仲睦まじく過ごしていくための、始まりを示してい
ると言われます。何事も素晴らしいスタートが出来るよう、心がけたいですね。

受験生応援します！
○『受験生をご飯で応援！合格賢脳レシピ８０』（法研）
○『頭がよくなる青ペン書きなぐり勉強法』 （相川秀希/KADOKAWA）
○『高校入試小論文・作文のオキテ５５』 （安田浩幸/KADOKAWA）
○『忘れてしまった高校の世界史をマンガで復習する本』
（祝田秀全/KADOKAWA）
○『頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか？』
（高橋政史/かんき出版）
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『おばあちゃんのななくさがゆ』
野村たかあき（佼成出版社）
1月7日は七草の日。この日に七草が
ゆを食べると、一年間健康に暮らせる
んだって！みんなも試してみてね！

15 16 17 18 19 20 21

『十二支のどうぶつ小噺（こばなし）』
川端誠（ＢＬ出版）

22 23 24 25 26 27 28

小噺は、短い噺でそれが集まって落語
になります。今回のお題は「十二支の
動物」です。まずは、ねずみから・・・

29 30 31
１月の月末整理休館日は２月１日水曜日
です。お気をつけてお越しください。
開館日全日開館時間は
１０：００～１８：００です。（■は休館日です。）

『なべぶぎょういっけんらくちゃく』
穂高順也（あかね書房）
頭が鍋の名奉行、持ち込まれた事件を、
頭の「ぐ」の煮え具合を確かめながら解
決するのだ！ウナギ屋がウナギを焼く
匂いにお金を払うべきか？どんな裁き
をみせるのでしょうか？

（読書推進運動協議会 オススメ）
「若い人たちが本を読まなくなった」とよく言われます。この言葉は「若い時にこそ本を読
むべきであった」という人達の後悔の言葉でもあります。
本を読むことによって、まだ自分が出会ったことのない出来事を本の中で感じたり、これ
から起こる問題を考えるヒントをもらえたり、後の生き方に大きな力を与えてくれます。
多くの本に触れて、自分だけの一冊に出会える日が、訪れることを願っています。

『たまちゃんのおつかい便』
森沢明夫（実業之日本社）

『学校では教えてくれない ゆかいな日
本語』
今野真二（河出書房新書）

田舎町で「買い物弱者」を救うため、「お
つかい便」をはじめた珠美。継母とのい
さかい、仕事の悩みや突然の別れ…。心
があたたまって、ほろっとする、お仕事成

イライラのイラって何? サワサワとザワザ
ワ、どう違う? 人一倍って何倍? 遊び心に
満ちた、ゆかいな日本語の世界へ案内し
ます。

『まく子』 西加奈子（福音館書店）

『陸王』池井戸潤（集英社）

温泉街に住む小5の「ぼく」は、子どもと
大人の狭間にいた。「大人」になっていく
女子が恐ろしくて、変わっていく自分の身
体に抗おうとしていた。そんなとき、とて

老舗足袋業者「こはぜ屋」の四代目社長
は、会社存続のために足袋製造の技術
を生かしたランニングシューズの開発を
思い立つ。従業員20名の地方零細企業
が一世一代の大勝負に打って出る!

ぜひ読んでみてください！

つぶやき
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年末年始のお休みの間中美味しい
ものをたくさん食べてノンビリしたら、
自分の体がどうなるかそれは当然わ
かりきった事で･･･:;(∩´﹏`∩);:
そこでうなづいているあなた！私と
一緒にダイエットしませんか？！幸い
参考になりそうな本ならここにたくさん
ありますよ！あとは実践あるのみ！で
す。（笑）

２０１７年２月号（ＮＯ．１５）

寒い日が続いていますが、皆さまいかがお過ごしでしょうか？旧暦の二月は新暦の三月ごろ。二月の呼び
名、如月（きさらぎ）は俳句などの世界では「衣更着」と書き、寒さのために衣を更に重ねて着る月のことを言っ
たとか。また、春に向かってあたたかくなるという意味で、「気更来」と書いたりするそうです。春の陽気が待ち
遠しいですね。

１月１９日に受賞作品が発表されました！
直木賞 恩田陸（著）『蜜蜂と遠雷』
芥川賞 山下澄人（著）『しんせかい』
絶賛予約受付中です！
～直木賞候補作品一覧～
『十二人の死にたい子どもたち』
沖方丁(著)文藝春秋
『室町無頼』垣根涼介(著)新潮社
『また桜の国で』
須賀しのぶ(著)祥伝社

候補に挙がっていた作品もどれも
魅力的です！是非読んでみてくだ
さい。

『夜行』森見登美彦(著)小学館

～「赤ちゃんと絵本事業（ﾌﾞｯｸｽﾀｰﾄ事業）」報告・研修講演会～

「赤ちゃん～ゆりかご中の科学者～」
講師：榊原 洋一 氏
NPOブックスタート 理事
お茶の水女子大学 副理事長

日時 平成29年2月19日（日）
13：30～15：00（開場13：00）
場所 中津市立小幡記念図書館 研修室
入場無料！託児もあります(*´ω｀*)
（託児は事前申込が必要です）

ぜひご参加ください。
【お問合せ】中津市立小幡記念図書館

２月の月末整理休館日は３月１日水曜日
です。お気をつけてお越しください。
開館日全日開館時間は
１０：００～１８：００です。

『いたいのいたいのとんでゆけ』
新井悦子/鈴木出版
雪下ろしをしていて屋根から落ちた
ばあさま。さよはおばあさんをさすり
ながら「いたいのいたいのとんでゆけ、
お山の鬼にとんでいけ」と歌います。
すると・・・

『オニじゃないよおにぎりだよ』
シゲタサヤカ/えほんの杜
人間がいつもまずいおにぎりを食べて
いると勘違いしたオニは、おいしいおに
ぎりを食べさせてやろうと手作りのおに
ぎりをもって町へやってきました。

『おにたのぼうし』
あまんきみこ/ポプラ社
物置小屋の天井に、おにたという
小さな鬼の子どもが住んでいまし
た。節分の夜角隠しの麦わら帽子
をかぶって、物置小屋をでていき
ました・・・

2017年ノミネート作決定！！

最終決定は４月１１日です。大賞を獲るのはどの作品でしょう。
読み比べて予想してみませんか？

『夜行』（森見登美彦・小学館）
『ｉ』 （西加奈子・ポプラ社）
『桜風堂ものがたり』（村山早紀・PHP研究所）
『罪の声』（塩田武士・講談社）
『暗幕のゲルニカ』（原田マハ・新潮社）
『蜜蜂と遠雷』（恩田陸・幻冬舎）
『ツバキ文具店』（小川糸・幻冬舎）
『コンビニ人間』（村田沙耶香・文藝春秋）
『みかづき』（森絵都・集英社）

つぶやき
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直木さんの名前は「三十五」とかいて
さんじゅうごとよむそうです。文筆活動
を始めて以来誕生日を迎えるごとに『三
十二』『三十三』と名前を変えたそうです。
三十三はさんざんやみそさんとよまれ
た事を本人が嫌い三十五と改めたとか。
また、菊池寛から「いい加減年齢ととも
にペンネームを変えるのはやめろ」と忠
告されたからだとも言われているそうで
す。面白いですね

２０１７年３月号（ＮＯ．１６）

「はじめまして」のご挨拶をついこの間したように思いますがもう「さようなら」の季節になりました。
別れはいつも辛いものですが、一緒にすごした仲間のさらなる発展と輝かしい未来を願わずにはおれません。
今月三光図書館では 旅立つ仲間や大切な人たちに「贈る言葉」をテーマに本を集めています。素敵な言葉と
笑顔を添えて、大切な人を送り出しませんか。
★『社会人1年目からの
エクセル』Studioノマド

人生の達人からのあたた
かなことばの処方箋。心に
じんわりしみ入る本当の
「ことば」が満載です。
主婦の友社

★『図解トヨタの片づけ』
OJTソリューションズ
（KADOKAWA）

（秀和システ
ム）

中村俊輔、井川祐輔ら24
人のJリーガーの人生を変
えたひと言を、エピソード
とともに綴っています。
佐野 美樹(講談

誰にでもできる生き方のノウハ
ウを、わかりやすい言葉で綴っ
ています。 本田 直之（ぼくら

★『めんどくさいことの
9割は捨てていい』
松田 元（KADOKAWA）

無名の球児たちの輝き
を捉えた写真にのせて
紹介しています。
「野球太郎」編集部
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『野の花えほん』

4

前田まゆみ（あすなろ書房）
春の七草とは？へびいちごと、イチゴの違
いは？あやめとかきつばたの見分け方
知ってますか？見分け方のポイントや名
前の由来など季節を楽しむヒントもたくさ
ん載ってます。

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
３月の月末整理休館日は３月３１日金曜日
です。お気をつけてお越しください。
開館日全日開館時間は
１０：００～１８：００です。（■は休館日です。）

『はじめまして』
近藤薫美子（偕成社）
季節はめぐりますが、どんな１日も晴れ
やかな「はじめまして」に満ちています。１
本の桜の木をめぐるさまざまな「はじめま
して」を描いています。

『春になったらあけてください』
増井邦恵（BL出版）
お母さんが応募した懸賞の商品が届い
た。箱の中には缶と「春になったらあけ
てください」のメッセージ。でも『春』って
いつ？

春には、新しい事がたくさんありますね！新しく一年生に
なるひと、新しい学年に進級するひと、新しい学校へ入
学する人・・・それぞれの素晴らしい第一歩に向けて力
になるような、背中を押してくれるような本をご紹介いた
します。
『あしたから１ねんせい』
きむらゆういち
（新日本出版社）

◆大人になるまでに身に着けたい大切な心
木村耕一（１万年堂出版）
◆口ぐせひとつでキミは変わる
佐藤富雄（ＰＨＰ研究所）
◆正しい目玉焼きのつくり方
（河出書房新社）
◆勇気をくれるおはなし１６話
（小学館）

『もっと こういうときどう
するんだっけ』
辰巳 渚

『夢をかなえるあの人の作文１
～３』 押谷 由夫

※まだまだあります！是非ご覧ください。

『わたし、もうすぐ２ねんせい！』
くすのきしげのり（講談社）

『超訳こども「アドラーの言
葉」』
齋藤 孝（KADOKAWA）

つぶやき
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2017年「本屋大賞」ノミネート作品
が発表されました。すでにご覧になっ
ている作品も多いかと思われます。
そこで三光図書館では4月11日の大
賞発表前に独自投票を行っています。
みなさま、お気に入りの本にぜひ一票
を！ 三光の投票結果は4月号の図
書館だよりでご報告いたします。果た
して結果はどう出るか？(^_-)-☆

