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平成29年度より車体も新たに移動図書館ハローブック

号の運行が始まります。蔵書数も増え、皆さまのご要

望に、よりお応えしやすくなったと思います。ご意見・ご

要望などありましたら、係までお気軽にお申し伝えくだ

さいね。ヾ(≧▽≦)ﾉ

４月の月末整理休館日は５月１日月曜日

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。）

すいらん会様より児童書の寄贈を頂

きました。是非ご利用ください！
◆ちびまる子ちゃん劇場シリーズ さくらももこ

◆サバイバルシリーズ

◆ミルキー探偵シリーズ 杉山亮

◆へんてこ生物のクイズ図鑑

◆ウミガメものがたり 鈴木まもる

◆これから戦場に向かいます 山本美香

◆もしも地球がひとつのリンゴだったら

◆昔話法廷 ＮＨＫＥテレ

◆野球クイズ 上・中・初級編

◆りんごちゃんと、おひさまの森のなかまたち１～４

◆妖怪伝説大百科 上・下

◆学研ミステリー百科 １～６

◆くれよんのくろくんシリーズ

◆あたまにつまった石ころが

◆ようかいむかしばなし おに かっぱ

◆マンガで覚える図解将棋の基本

◆ふりそでの少女

◆英語でしゃべろう！！～３

◆サッカークイズ 日本編

◆光を失って心が見えた

◆小学生のサッカー 最強チームの成長メゾット

◆こども菜根譚

◆王様に恋した魔女

ツバキ文具店

4/11結果はどうでしょうか！？
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つぶやき

待ちに待った新しい移動図書館の

運行が始まりました。昨年度ご利用の

皆様には長い間ご不便をおかけしま

したが、心機一転職員一同頑張って

やってまいりますので、どうぞよろしく

お願いいたします。また三光館内の

職員の入替もありました。しばらくは

不慣れな事もあるかと思いますが、皆

さまの深い愛情でどうぞ見守ってくだ

さいね。(^_-)-☆～いつも皆様のおそばに～

<<三光地域>> H29年4月～Ｈ30年3月

曜日 地区 サービスポイント（駐車地） 予定時間

池部住宅 １０：１５～１０：２５

西秣住宅 １０：３０～１０：４０

岸ノ上地区 １０：４５～１１：０５

秣小学校 １３：００～１３：４０

原口地区 双葉ヶ丘幼稚園 １４：１０～１４：５０

上秣地区 アメニティタウン １５：０５～１５：２０

西秣地区 深秣保育園 １５：２５～１５：４０

下小袋地区 １０：１０～１０：２０

小袋公民館 １０：２５～１０：４０

土田集会所 １０：４５～１１：００

グループホーム　さつき（新設） １１：０５～１１：３０

真坂小学校 １３：００～１３：４０

下佐知バス停付近 １４：００～１４：１０

佐知集会所 １４：１５～１４：３０

土田地区 牛ノ首集会所 １４：３５～１４：５０

渋見地区 １５：０５～１５：２０

臼木集会所 １５：３５～１５：５０

真坂保育園（児童クラブ） １６：００～１６：３０

上田口地区 野地平地区 １０：１０～１０：２０

下田口集会所 １０：２５～１０：３５

小倉谷（新設） １０：４０～１０：５５

木崎橋 １１：００～１１：１５

山口小学校 １３：００～１３：４０

三光郵便局 １３：４５～１３：５５

ユタカ電器店 １４：００～１４：１５

白木原自動車 １４：２０～１４：３０

西小路地区 １４：３５～１４：５５

橋本商店 １５：００～１５：１０

箭海荘 １０：００～１０：２５

倉迫バス停前 １０：３０～１０：４０

西秣地区 尾下集会所 １０：４５～１１：００

下深水地区 深水小学校 １３：００～１３：４０

上深水地区 浪立宮下橋付近 １３：４５～１３：５５

下深水地区 小路住宅 １４：１０～１４：３０

森山地区 修光園 １４：４５～１５：１５

成恒地区 福祉センター １５：３０～１６：００

第１木曜日

第３木曜日

西秣地区

第２木曜日

第４木曜日

小袋地区

臼木地区

佐知地区

臼木地区

第１金曜日

第３金曜日

下田口地区

成垣地区

原口地区

諌山地区

下秣地区

第２金曜日

第４金曜日

移動図書館の駐車地・予定時間に変更がある場所があります。

気をつけてお越しください。



さいね。(^_-)-☆～いつも皆様のおそばに～
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５月の月末整理休館日は ５月３１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。）

５月になりました。皆様いかがお過ごしでしょうか？この月はゴールデンウィークがあってちょっと遠出する

方も多いのではないでしょうか。図書館では４月２３日～５月１２日まで子どもの読書週間です。

三光図書館では、本をかりてくれた子にしおりのプレゼントを行っています。そして自分が好きな本の紹介や

イラストを描いてくれた子供さんに折り紙で作ったプチプレゼントを準備しております。

『かえうたかえうたこいのぼり』
石井聖岳/講談社

「やねよりたかい」こいのぼりが、

トラの子３兄弟にかかると、不思議な

こいのぼり大変身！

君の家のこいのぼりは、どんなこい

のぼりかな？

『おじいちゃんちのたうえ』
さこももみ/講談社

みなさんいつもたべているお米が

どのように作られているか知って

いますか？立春から数えて８８日目、

５月の初めには田植えを行います。

お米作りを身近に感じてみてください

『せんたくねこさん』
高木さんご/ひさかたチャイルド

ねこさんはせんたくが大好き！

いろんな洗い方で、どんなものも

きれいに洗います。でも、本当に

洗わなくちゃいけなかったのは・・・

お天気がいい日が続く５月手作りのお弁当を持って

どこかに出かけてみませんか？

★『みんなよろこぶおべんとうレシピ150』

堀江ひろこ/株式会社パッチワーク通信社

★『楽しく、食べ、育て！季節のキャラ&デコ弁教室』

高田ゆみこ/旭屋出版

★『夏弁』

野上優佳子/(株)主婦と生活社

★『飛田さん家のお弁当』

飛田和緒/家の光協会

★『傷みにくいお弁当&作りおきおかず』

武蔵裕子/成美堂出版

※お弁当の本まだまだあります。お気軽にお尋ねください。
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つぶやき

毎日が過ごしやすく、お出かけしやす

い季節となりました。ゴールデンウィーク

を利用して、家族や友人と旅行やドライ

ブに出かけ、楽しい時間を過ごしたいも

のです。お出かけ以外でも、体を動かし

て気分をリフレッシュし、日々の疲れを

癒したいですね～。

5月10日～16日は愛鳥週間です。海外ではバードウィークとも呼ばれています。

新緑がまぶしいなか、鳥たちのさえずりを聞きながら鳥たちのくらしを少し覗いてみませんか？

三光図書館では、鳥に関する本を紹介します。

５月の特集 鳥を愛でよう

『 くらべてわかる野鳥』

叶内拓哉 /山と溪谷社

野鳥ってどれも同じに見

える・・・野鳥の見方がわ

からない人にオススメの

一冊。

『鳥のおもしろ私生活』

ピッキオ /主婦と生活社

鳥たちのプライベートをの

ぞいちゃえ！

１種類の鳥をじっくり見る

楽しみを提案する一冊。

『 さんぽで撮ろう!都会の

みぢかな野鳥たち』

鈴木研二 /雷鳥社

おさんぽしながら鳥をパ

シャリ。運動と趣味が一

緒に楽しめる一冊。

『わたり鳥 』

鈴木まもる /童心社

鳥って、ほんとタフでグ

ローバル！？

世界のわたり鳥たちの長

い旅を語る一冊。

『つばさのおくりもの 』

小川糸 /ポプラ社

一匹のオカメインコの視t

点からみる、さまざまな

鳥と人との交流を描いた

心温まる一冊。

『ぼくの小鳥ちゃん』

江國香織 /あかね書房

小生意気で可愛い小鳥

ちゃんとぼくと彼女の切な

いラブストーリー。江國

ワールド満載の一冊。

『 ちいさなちいさなおきゃ

くさま 』

横山さよ子 /文芸社

すずめさんたちと野良猫

のふくちゃんの穏やかな

時間を描いた一冊。

『すばこ 』

キムファン /ほるぷ出版

“すばこ”のはじまりを知っ

ていますか？

可愛らしい絵で描かれた

巣箱の歴史を知る一冊。

☆ 鳥 た ち に つ い て 知 ろ う ☆

☆ 鳥 を 題 材 に し た 物 語 ☆
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６月の月末整理休館日は ６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。）

６月は雨が多いですね。みなさん『晴耕雨読（せいこううどく）』という言葉を知っていますか？広辞苑には「晴れ

た日は外に出て耕し、雨の日は家にいて書を読むこと」と書いています。

梅雨こそよい機会と思って、読書にいそしむのもいいかもしれませんね。家にいるのに飽きたら図書館で

読書なんてのもおすすめですよ！いろんな本に触れあって世界を広げてみませんか？

『むしばあちゃん』
苅田澄子/佼成出版社

むしばあちゃんはみんなの口の中

にいる、小さなおばあちゃん。歯の

そうじが大好き！だけど、歯みがき

をしないで怒らせると・・・

★『ゼロからはじめる最強筋トレバイブル』枻出版社

★『硬いカラダにホントによく効くやせるストレッチ』

小林邦之/日本文芸社

★『健康ホームストレッチ』山田多佳子/ナツメ社

★『内科医が教えるお腹がどんどん痩せていく腹凹歩きダイエット』

川村昌嗣/永岡書店

★『太りやすい人ほどやせるツボ＆リンパマッサージ』

岩井隆彰/マイナビ

★『１日１ポーズで即やせる！肩甲骨ストレッチ』

峯岸道子/宝島社

※まだまだあります。お気軽にお尋ねください。

室内で運動してみませんか？

『アランの歯はでっかいぞ

こわーいぞ』
(作)ジャーヴィス/(訳)青山南

アランはこわーいワニの一族。

ジャングルのみんなはアランをこわ

がるけど・・・でもねアランの歯はね

秘密があります！
『がんばれはぶらしハーマン』
木村裕一/偕成社

はぶらしハーマンは虫歯を防いで

回る宇宙の戦士。歯みがきをしな

かったこうちゃんの歯にムッシーが

やってきました。どうなるこうちゃん！



6月29日は「星の王子さま」を生み出した、サン＝テ

グジュペリの誕生日です。フランスの作家で、操縦

士でもあります。飛行隊を除隊したのちは、郵便飛

行のパイロットになりました。その時の体験をもと

に「人間の土地」「夜間飛行」などの作品も執筆し

『絵本星の王子さま』

サンテグジュペリ(著)集英社

ぼくは、大きくなってパイロットになった。あるとき、

僕の乗った飛行機がサハラ砂漠に不時着した。そ

こで、ぼくは王子様と出会った。。。

「星の王子さま」の文書の全部ではありませんが、

ある程度まで短く簡略にしたものです。

『飛行士と星の王子さま サン＝テグジュペリの生涯』

ピーター・シス(文)原田勝(訳)徳間書店

若くして飛行士になったアントワーヌは、郵便を運

ぶ飛行機を操縦し、地上の人々のくらしをみつめ、

様々な作品を著した。「星の王子さま」の著者サン

＝テグジュペリの生涯を、美しく繊細なイラストで描

『そらいろ男爵』

ジル・ボム(文)中島さおり(訳)主婦の友社

鳥が飛ぶ青い空と、読書をこよなく愛した男が、爆

弾の代わりに投げたものは・・・

二頭身ちょびひげという、とぼけた風貌のそらいろ

男爵が、ユニークな方法で国と国との戦いを止め

させたおはなしです。サン＝テグジュペリ賞絵本部

『アームストロング 宙飛ぶネズミの大冒険』

トーベン・クールマン(作)金原瑞人(訳)ブロンズ新社

毎晩、望遠鏡をのぞく小ネズミは、月は丸い大きな

岩だと発見した。でも、他のネズミたちは月はチー

ズだと考えていた。ある日、小ネズミのもとにスミソ

ニアン博物館から手紙がとどいて・・・

※ぜひ読んでみてください！！
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つぶやき

今月から衣替えの時期となり、徐々に長袖

から半袖に切り替わる時期となりました。

個人的には先月から日中の暑さに耐えかね

て、半袖で過ごしています。まだ夏ではないの

に日中は夏日のように暑いのに対し、夜は肌

寒いときもあり一日の寒暖差にからだを慣ら

すのが大変です。みなさんも日によって変わ

る気温で体調崩さないようお気を付け下さい。

2017こどもの読書週間イベントのご報告

今年も “ こどもの読書週間 ” にご参加いただきありがとうございました。

この期間にみなさんからいただいた、本の感想やオススメ文をご紹介します。

カルノタウルスがかっこいいのは、

つのがあるから

Ａ Ｂ Ｃ

いろんなおしごとがかいてあって

おもしろいしべんきょうになる本で

す。

おしごとストーリー

そらいろのしょう・さくら色のしょう
あさになってのでまどをあけますよ

の、きみの町ははれてるかな？が

よかったです。

あさになったのでまどをあけますよ

がおもしろかったです。

あさになったのでまどをあけますよ

さいしょにコンノはかせが

ヒトデをつかまえてるのが

おもしろかったです。

しんかいのサバイバル

わたしは、ジェシーが、人魚のリップ

ルに会って、人魚の国に、案内され

ているところが、ワクワクしてきたの

で、おもしろかったです。

フェアリー・レルム③三つの願い

じけんやネコをさがしていたら

まちがえて足をふんだりして

おもしろい本です。

よんでみてください。

シャーロックホームズ

いいとおもったところは、

マーニーとあんなさんがいっしょに

本をよんでるところが、いっしょに

のっているところがなかよしですご

いと思いました。

思い出のマーニー コんガらガっち

ぬきあしさしあしすすめ!の本

えらんだ道をすすんでみるのが楽し

いです。わくわくしたりする本でした。

あばあちゃんがおきるまえに
おばあちゃんがつかっているどうぐ
たちがたんじょうびのために
あさごはんをつくっているところが

かんどうしました。

おばあちゃんのたんじょうび

カズ、ユウ、あかねの3人がユウの

パートナー「にゃんころりん」を

トリガーに不思議な体験をする物

語です。読み出すと止まりません。

ポケネコ にゃんころりん

●本のなまえ● ●本のなまえ● ●本のなまえ●

●本のなまえ● ●本のなまえ● ●本のなまえ●

●本のなまえ● ●本のなまえ● ●本のなまえ●

●本のなまえ●

感想をくれたみんな､どうもありがとう！！

また来年もよろしくお願いいたします！
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７月の月末整理休館日は ７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

汗ばむような日が続き、本格的に夏を感じるようになりました。夏は七夕に海水浴、花火やキャンプなど大人も

子供も夢中になって日々を楽しめる季節ですね。一年に一度しか来ない夏を持て余すことなく満喫しましょう！

ただ今年もかなり暑い年になるらしいので、熱中症や夏バテにはお気をつけください。

今月の三光図書館は、この暑いときだからこそ読んでもらいたい読み物をはじめ、夏バテ対策のスタミナ料理

や冷たいスイーツなどのレシピ本を集めて特集しています。ぜひお手にとってご覧ください。

『ふねのたび』
工藤ノリコ / ブロンズ新社

ぺんぎん３きょうだいが、大きな船に

のって小さな島へバカンスへ。

きれいな海、おいしいランチ、すてき

な出会い。楽しい旅のはじまりです。

誰もが一度は通るあのこそばゆい時代 ・・・ 『 青 春 』

夏の季節に合わせた､熱く爽やかな読み物を集めてみました。

今月の特集 『 嗚呼､青春 』

『 君が勇気をくれた』 松尾健史 /  現代書林

全国高等学校野球選手権神奈川大会とある準決

勝、場面は九回裏、ツーアウト二、三塁。

この試合を舞台に、性格・年齢・立場・・・全く異なる

６人が一つの白球を見つめながら自分の心を成長

させていく物語。

まだまだあります！ 『嗚呼､青春』の読み物

『初恋は坂道の先へ』 藤石波矢 /  KADOKAWA

『 バーバの夏休み』 松谷龍馬 /  文芸社

『 怪獣の夏はるかな星へ』 小路幸也 /  筑摩書房

『 終点のあの子』 柚木麻子 /  文藝春秋
他、用意しています

『 ペコペコざかな』
菅野由貴子 / 岩崎書店

おなかがからっぽなおさかなが、

小魚、かに、いか、光る魚を次々に

食べていくと・・・。

穴あきしかけの楽しいえほんです。

『 おれはサメ 』
片平直樹 / フレーベル館

どうにかして人気者になりたいサメ。

人気者になるために、お月様に足を

もらうが、そのせいでより一層きらわ

れるハメに。さて、サメはどうなるの？
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つぶやき

気が付けばもう７月。一年の後半が

スタートしましたね。前半はあれよあ

れよという間に過ぎてしまった気がし

ます。後半はしっかり意識して過ごし

たいと思う今日この頃。今年の夏は

猛暑になると言われています。

夏バテにならないように、今から暑さ

対策しておきましょうね。

暑さ真っただ中のこの時期。体の中から涼しくなりそうな

レシピ本をご紹介！見るだけでも幸せな気分♪

☆ 酵素いきいき生甘酒 （是友麻希/主婦の友社）

☆ ホームメイドアイスバー （荻田尚子/主婦の友社）

☆ かわいい寒天スイーツ （大越郷子/日東書院）

☆ おうちで作るアイスケーキ （岡本ゆかこ/河出書房新社）

☆ 冷たいデザートの本 （下迫綾美/枻出版社）

☆ イケ麺レシピ１０３ （高橋善郎 他/枻出版社）

☆ カレーが食べたくなったら （坂田阿希子/文化出版局）

☆なすとトマトがおいしい！ （栗山真由美/講談社）

☆最強！涼野菜レシピ （幸井俊高/河出書房）

☆ひんやり和のおやつ （金塚晴子 他/家の光協会）

まだまだご用意しております！是非ご利用ください。



12

3130

2423

11109

17 191816

２０１７年８月号（ＮＯ．２１）

6 8

土木水火 金

321

2625

29

　　　　　　　8月　　　　2017

月日

28

21

14

7

27

20

13

54

22

15

８月の月末整理休館日は

９月１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。）

今年も暑い夏がやってきました。皆様いかがお過ごしですか？三光図書館では８月３・４・１８日の日程で『夏休

み１日図書館司書体験』を行います。三光地域の小学６年生の頑張りを是非応援してあげてくださいね。

＊お知らせ＊

図書館はお盆の期間も休みなく開館しております。（毎週火曜日は通常通り休館です。）

開館時間は朝１０時～夕方６時までです。是非ご利用ください。

『 ざしきわらし 』 柳田国男/ 汐文社

遠野の山口村の長者の孫左衛門の

家には、ふたりの童女の神が住むと

伝えられていた。あるとき、山口村の

男が町へ出かけ用を済ませ村に戻

ると・・・。

皆さん夏休みの宿題は進んでいますか？ﾊﾞｯﾁﾘの人もまだまだの人も図書

館の本を活用してみませんか？

●読書感想文書き方ドリル2017/大竹 稽 /ディスカヴァー・トゥエンティワン

●スラスラ書ける読書感想文（小学校1・2年生3・4年生5・6年生）永岡書店

●しかけが楽しいアイディア貯金箱/ブティック社

●ダンボールで作るわくわくコロコロ装置/ブティック社

●親と子の自由研究 家の近くにこんな生き物!?/太田和良/東方出版

●わくわく切り紙昆虫館ハサミでチョキチョキ/今森光彦/童心社

まだまだあります！お気軽にお問い合わせください。

『 こぞうさんとおばけ』
はせがわかこ/ 大日本図書

おしょうさんにお留守番を任された

臆病なこぞうさん。夜中におしっこに

行きたくなるが、外には怪しい影！

あわてて本堂に逃げ帰りますが・・・。

『 あずきとぎ』 京極夏彦/ 岩﨑書店

夏休みのあいだは、田舎で暮らすぼく。

川に行くと「しょきしょきしょき」と音が

聞こえる。おじいちゃんは「あずきとぎ

がいてその音がすると、滑ってふちに

落ちる」と言っていたけど、ぼくは次の

日も川に行った。
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先日、セミの抜け殻をビニール袋いっ

ぱいにつめて公民館内をうろうろしてい

る子どもをみて、あぁとうとう夏がきたな

と思いました。子どもたちにとっては、こ

の時期でしかみられない虫をみたり、さ

わったりとできる季節ではありますが、

虫が苦手な私としはとてもつらいこの季

節、頑張って耐えていこうと思います。

ぐっすり眠りたい

睡 眠

毎日の暑さでカラダと頭ゆっくりと休めていますか？

今月は暑くて寝苦しい夜でもじっくり眠れるように“睡眠 ”関する本を紹介します。

『 驚くほど眠りの質がよくなる

睡眠メソッド100 』

三橋美穂 /かんき出版

眠りが浅い、寝つけない・・・睡眠の

質は人それぞれ。あなたにあった

睡眠メソッドを多数用意。家にある

もので簡単にできるので、自分の

睡眠を改善したい人にオススメの

一冊です。

その他、“睡眠 ”に関する本

『カラダの不調スッキリ大辞典 』

『やすみかたの教科書 』

『あなたの人生を変える睡眠の法則 』

『睡眠セルフチェック&アドバイスBOOK 』

『病気を治したければ「睡眠」を変えなさい 』

・・・など

上記の紹介する本は三光図書館所蔵の本です。

気になる本がありましたら、お気軽に職員に声をおかけください。

三光図書館には所蔵はしていませんが、小幡記念図書館等に所蔵しております。

ご覧になりたい方は、ぜひご予約を！！

ただし、話題作となっていますので、お手もとに届くまでお時間をいただきます。

ご了承いただきますよう、よろしくお願いいたします。

第 1 5 7 回 芥 川 賞 ・ 直 木 賞 が 決 定 ! ! !

！ ご 予 約 受 け 付 け て お り ま す ！

『 影 裏 』

沼田真佑 /文藝春秋

ただひとり心を許した同僚

のもう一つの顔を「３．１１」

以後に知ることになる。崩

壊の予兆と人知れぬ思いを

繊細に描いた作品

『月の満ち欠け』

佐藤正午 /岩波書店

この娘が、いまは亡き我が

子？いまは亡き妻？いまは

亡き恋人？三人の男と一

人の少女の幾重にも重なる

数奇な愛を描いた作品

○ 第１５７回 芥川賞受賞作 ○ ● 第１５７回 直木賞受賞作 ●
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９月の月末整理休館日は

１０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。（■は休館日です。）

暑い夏が過ぎ、過ごしやすい季節がやってきましたね。皆様いかがお過ごしでしょうか。

今号では夏休み中に実施した『一日図書館司書体験』に参加してくれた６年生の皆様の感想と、体験の様子を

紹介しております。この体験を通してより図書館を身近に感じていただければ嬉しいです。

また今月の三光図書館は、９月１８日の敬老の日に関連した本や、カラダやココロをリフレッシュできる本を

集めていますので、ぜひご覧になってください。

夏の疲れ、そろそろ出始めていませんか？ここで一旦カラダのデトックスを

出したい、気持ちの気分転換をしたい、疲れた頭をスッキリしたいなど、日々

の生活で出てきた疲れを解消できる本をご紹介します。

『 もりのホテル 』

ふくざわゆみこ / 学研教育出版

あらいぐまいっかのホテルはどんな

お客様にもぴったりなお部屋を用意

できる大人気ホテル。ある日、大き

なクマさんがやってきて・・・

『 くまのしんぶんきしゃ 』

こんのひとみ / 金の星社

くんちゃんは、パパのまねをして新聞

記者ごっこをするのが大好き。

今回の取材するのはバクのおばあ

ちゃん。さてどんな取材になるかな？

『わがままくまさん 』

ねじめしょういち / そうえん社

冬ごもりをしないといけないくまさん。

でも、まったく冬ごもりの準備をしない

くまさんをみて、まわりの動物たちは

なんとか冬ごもりさせようと奮闘します。

○ 『一生疲れないカラダを作る人体メソッド 』 廣戸聡一 /日本文芸社

○ 『 首・肩・腰スッキリ!体調改善!簡単ながらストレッチ 』 長野茂 / ＳＢｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ

○ 『 1日1分で医者いらず!奇跡のリンパストレッチ 』 加藤雅俊 /宝島社

○ 『心とからだのデトックス 』 原久子 /春秋社

○ 『朝からゴキゲンになる!体と心の74の方法 』 須藤なほみ /青春出版社

○ 『脳からストレスをスッキリ消す事典 』 有田秀穂 / PHP研究所

○ 『頭もむだけセルフケア 』 手島渚 /枻出版社

上記の本以外にもご用意しております。
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いま大河ドラマを録画して見ているので

すが、まだ「嫌われ政次の一生」を見てい

ません・・・。

初めは柴咲コウを見たくて見ていたので

すが、だんだんと高橋一生の演技にハ

マっていきました。今話題の人になる意味

がよーくわかります！！あの「耳をすませ

ば」の聖司くんの声をしていた人がこんな

カッコイイ俳優になるとは・・驚きです。

あと、ドコモのＣＭもいいですね～。

９月１８日は敬老の日です。この日は長年にわたり社会に貢献してきた高齢者を

敬い、長寿を祝う日です。長く生きた人の知恵はいろいろな場面で私たちを助けてく

れます。そんな方たちが書いてくれた本にも同じ力があると思います。

今回は、敬老の日にかけましてご高齢の方が書いた本をご紹介していきたいと思

『 「身体」を忘れた日本人』

養老 孟司/山と溪谷社

豊かな自然と付き合う中で、身体

を使って暮らしてきたはずの日本

人。解剖学者・養老猛司とナチュラ

リストのＣ・Ｗニコルが、現代人の

自然欠乏による「身体感覚の衰え」

『 それでもこの世は悪くなかった』

人から見れば悲劇かもしれない人

生。しかし、正々堂々、力いっぱい

生きた私はいま、満足だ。こんな佐

藤愛子はどうしてできた？９３歳初

『いのちをむすぶ』

佐藤 初女/集英社

「ともに食すことは、ともに在こと。

どんなに言葉を尽くして話すより、

深いところでつうじあえます。」森の

イスキアの四季の風景、お料理、

そして生前の写真とともにつづる、

〈東北のマザー〉佐藤初女さんの最

『シルバー川柳』

全国有料老人ホーム協会/ポプラ社

「恋かなと思っていたら不整脈」「万歩計

半分以上が探し物」６０歳以上のリア

ル・シルバーが詠んだ川柳傑作選！

大笑いして元気になれること間違いなし

その他オススメの本をご紹介いたします。

◆媚びない老後（桐島洋子/中央公論新社)

◆祖父母手帳(森戸やすみ/日本文芸社)

◆角野栄子の毎日いろいろ

(角野栄子/KADOKAWA)

◆不運を幸運に変える力

(曾野綾子/河出書房新社)

◆強く、しなやかに(山陽新聞社)

◆糸車(宇江佐真理/集英社)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毎年恒例になっている「夏休み一日図書館司書体験」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？少しでも図書館を身近に感じていただければ嬉しいです。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。 

8月  3日（木）：山口小学校 

8月  4日（金）：真坂小学校 

8月 18日（金）：秣 小学校 

山口小学校：小野
お の

 恵
え

利
り

華
か

 さん 

本の貸し出しが恥ずかしかったです。 

楽しかった事は、本の修理と返却です。 

本の修理はのりで取れた所にのりをはる

ことです。返却はバーコードの所に当て

ると、ピッといって返却が出来る事です。 

難しかったことは、本をもとにもどすこ

とです。本の見分け方が特に難しかった

です。 

真坂小学校： 宮本
みやもと

 武蔵
む さ し

 さん 

楽しかったけれどもつかれた。 

  秣小学校： 横松
よこまつ

 ももの さん 

 今日一日図書館員をしてわかった事が二つありま

す。一つ目は、番号順においている事です。理由は返

却したあと、元の場所にもどす時番号を探すのが大

変だったからです。二つ目は、修理をすることです。 

理由は破れたページにのりをつけてページ数を確認

したあと、他のページにつかないようにする様に工

夫しました。今まで知らなかった事が知れたので良

い経験になりました。今日はありがとうございまし

た。 

    秣小学校： 中島
なかしま

 莉子
り こ

 さん 

今日は、一日図書館員をやって思ったことが 2つあり

ます。1つ目は、本の種類が 1～9まであって、こんな

にあるんだなと思いました。2 つ目は、本が破れた時

は、自分で作ったのりだけでなおして、1 日もかかる

のがすごいと思いました。今日 1日で図書館の事がた

くさん知れて、勉強にもなりいい思い出ができたと思

います。五日こんな事をやる時は今日知ったことをい

かしてやります。今日 1日ありがとうございました。 
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１０月の月末整理休館日は

１１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。（■は休館日です。）

秋も本番お出掛けにはもってこいの季節になりましたね。皆様いかがお過ごしですか？

今年も１０月８日から１０月２８日まで三光のコスモス祭りがあります。ちょっとお出かけもいいですね。

そして１０月２７日～１１月９日の期間は読書週間です。ふだんなかなか本を読めない人も、寝る前のほっとした

大掃除ってちょっと早くない？と思いますが、この時期からちょっとずつ

お掃除するのが大掃除を楽にする秘訣らしいですよ！

そこで今回は、お掃除に関する本をご紹介いたします。早めの小掃除始め

ませんか？

『 コウモリとしょかんへいく』

ブライアン・リーズ/ 徳間書店

「今夜は窓が開いてるよ！」という知ら

せに、コウモリたちは大喜びで図書館

へ飛び込みます。本に夢中になるコウ

モリたちの姿を楽しく描いた絵本です。

『 りんごの木』

後藤竜二/ ポプラ社

風よどうと吹いてこい、海の果てから

どうと吹いてぶっさげろ！大地に根を

はって生きてきたリンゴの木がした

意外な決心とは・・・？

『木の葉つかいはどこいった？』

ピーナ・イラーチェ/ きじとら出版

秋になると木の葉つかいがやってきます

長いマフラーをたなびかせ、棒を振って

葉っぱたちに飛び方を教えます。

でも、今年の秋は・・・。

○ 『イラストでよくわかる世界一のおそうじ術』 彩図社

○ 『 世界一のカリスマ清掃員が教える

予防そうじで毎日キレイ』 コスミック出版

○ 『暮らし上手のお片づけ』枻出版社

○ 『 １日１５分ナチュラルおそうじＢＯＯＫ』 アスペクト

○ 『毎日のお掃除手帖

目指すのは、大掃除いらずの家』 宝島社

上記の本以外にもご用意しております。



『 手編みであったか毛糸のざぶとん』

リトルバード /成美堂出版

小花をモチーフに、カラフルな丸

座・角座のざぶとんをつくってみ

ませんか。リビングや仕事場で

のかわいいスペースになること

間違いなし！

『上質メンズニット 』

日本ヴォーグ社

ゆったりとしたメンズニットとお気

に入りのシャツを組み合わせて、

自分好みの重ね着をしてみませ

んか。秋・冬ならではの着方が

楽しめます。

【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）
●《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
◇メールアドレス：tosyokan@city.nakatsu.lg.jp

◇ホームページ： http://libwebsv.city-nakatsu.jp/

つぶやき

今、１０月２７日～１１月９日の期間に行

われる、読書週間の企画を考えています。

これからも図書館を利用していただくた

めにも、そして参加する方々が楽しんで

もらえる企画はなんだろうと考えています。

この読書週間をきっかけに、本を読む

楽しさ、図書館を利用する便利さを知って

いただけると嬉しいですね。

これからだんだんと寒くなりますね。今から編み物をして自分の作ったもので寒い季節を温

かくしてみませんか。三光図書館では編み物に関する本をまとめて特集しています。ぜひご

覧になって下さい。

『 裏も楽しい手編みのマフラー』

嶋田 俊之 /文化出版局

編み物の定番といえば「マフ

ラー」さまざまな編み地のマフ

ラーを紹介します。冬のコーディ

ネートにひとつアクセントをつけ

てみてはいかがでしょうか。

かぎあみ､ゆびあみ､うであみ・・・

マフラー､てぶくろ､ざぶとん､アレヤコレ

あみもの特集あみもの特集

『 手あみの冬こもの』

小林ゆか /日本ヴォーグ社

手袋、靴下、鞄、スヌード、クラッ

チバック、毛糸で編める物ほとん

どをまとめています。今年はご自

宅で小さなニットのアトリエを開

いてみるものいいですね。

『おうちニット vol.3 』

世界文化社

シンプルで長い間愛用できるデ

ザイン・パターンがそろっている

編み物冊子となっています。

この一冊でお気に入りのニットを

つくってみませんか。

ほかにも､たくさん編み物の本

があるので見に来てください。
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１１月の月末整理休館日は

１１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。（■は休館日です。）

先月の三光コスモス祭や賑やかなハロウィンも終わり、もう秋が終わりを迎えようとしていますね。

ただ今年はあんまり秋らしくなく、一気に冬がきた感じがします。インフルエンザが流行する時期なので、体調管理

には十分お気を付けください。今月の三光図書館では、こんな寒い日だからこと食べたい、あったか料理の本をご

案内します。料理の本以外にも、館内ではココロもカラダも温かくなりそうな本を集めています。

温かいモノが恋しくなる季節となりました。 いろんな温かいモノをココロと

カラダに吸収して、今年の寒い時期を乗り越えてみませんか。 料理に編み

物、その他もろもろ・・・ここでは主に温かい料理本についてご案内します。

『 こんくんのおんがくはっぴょうかい 』

たしろちさと / 講談社

秋になったら、渡り鳥さんと音楽発表会

をしようと約束した、きつねのこんくん。

渡り鳥さんの訪れを待っているけど・・。

さて音楽発表会は無事にできるかな？

『あきとふゆ

はたけのごちそうなーんだ？ 』

すずきもも / アリス館

かわいい動物たちが秋から冬に

かけての様々な野菜を収穫しながら、

野菜について詳しく教えてくれます。

『葉っぱのいのち 』

ビーゲンセン /絵本塾出版

葉っぱは豊かな海を作ってる・・・。

葉っぱのいのちをとおして、自然がどの

ように成り立っているのかを教えてくれる

作品です。優しい色使いも見どころです。

○『スープ・ポタージュ・チャウダーの本』 枻出版社

○『グラタン・ドリア 』 誠文堂新光社

○『ごちそうグラタンとあつあつチーズレシピ』 主婦の友社

○『ほったらかし煮込みレシピ』 大和書房

○『毎日のお味噌汁』 KTC中央出版

○『あったかおかゆ』 日東書院本社

○『手づくりしたいほかほか中華まん』 家の光協会

○『きっと紅茶が好きになる』 アップフロントブックス

○ 『体を温めるしょうがレシピ』 アスペクト

上記の本以外にもご用意しております。



『 タルト・タタンの夢』

近藤史恵 /東京創元社

カウンター七席、テーブル五つ。

下町の片隅にある小さなフレン

チレストランを舞台に、お客たち

が巻き込まれた事件や謎をなぜ

かシェフが鮮やかに解いていく。

絶品料理と極上のミステリーが

一度に味わえる作品です。

『 リーチ先生』

原田マハ /集英社

大分県の日田を舞台に、イギリ

ス人陶芸家バーナード・リーチと

二代にわたり弟子となった父と

子の陶芸へ思いを描いた工芸

歴史ドラマ。美術史を知らなくて

もつるつる読めて、知識欲も満

たしてくれる作品です。

【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）
●《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
◇メールアドレス：tosyokan@city.nakatsu.lg.jp

◇ホームページ： http://libwebsv.city-nakatsu.jp/

つぶやき

１１月といえば、七五三がありますね。

昔、地元の神社や宇佐神宮で七五三をし

た覚えがあります。特に、宇佐神宮でい

ただいたお神酒（おそらくノンアルコー

ル）がとても美味しくて、もう一杯！っと宮

司さんにせがんだ記憶が鮮明に残ってい

ます。小さい頃から卑しい私・・・いい思い

出です。

“秋 ”と言えば、やっぱり“読書の秋”。

今月の図書館だよりでは、一日中読める！？長編小説を紹介します。一日何もない時や、

日々の気分転換に読んでみてはいかがでしょうか。また“食欲の秋”にもちなみ、小説のタ

イトルに「食べ物」が付く本も紹介します。

『 天上の葦』 （上・下 ）

太田愛 / KADOKAWA

若者の街“渋谷”のスクランブル

交差点で突然絶命した老人、同

じ日に姿を消したエリート公安警

察官―。２つの事件が結ばれた

時、社会を一変するとんでもない

事実が判明する。エンタテイメン

ト要素もある作品です。

読書の秋 読み物特集

『 とっぴんぱらりの風太郎』

万城目学 /文藝春秋

天下は豊臣から徳川へ。京でぼ

んくらな日々を送る“ニート忍者”

風太郎。１個のひょうたんから

日々の流れは奇妙な方向へ進

んでいく・・・万城目ワールド満載

の戦国忍者絵巻作品！？ただ、

ユルい。

『恋するハンバーグ』

山口恵以子 /角川春樹事務所

戦後の昭和、元帝都ホテル副料

理長・孝蔵は愛妻一子と洋食屋

「はじめ食堂」をオープンさせる。

はじめ食堂にくるユニークな

人々といろいろな事件に関わり

合いながらも、最後は無事に解

決する、下町人情作品です。

『 うどんの時間』

山下 貴光 /文芸社

弟の葬式の為、１０年ぶりに香

川に帰ってきた健太郎。弟の遺

品カセットテープからはじまる、う

どん県・香川のうどん屋を舞台し

た、健太郎の人生再出発の物語。

最初はほんわかしてるが最後は

びっくりする展開に。



『 ざんねんないきもの事典』

今泉忠明 /高橋書店

生き物たちの驚きの真実が

いっぱい！「ざんねんな体」「ざ

んねんな生き方」「ざんねんな

能力」をご紹介。笑えて、ちょっ

とためになる！

『正しい目玉焼きの作り方』

河出書房

生活していくうえで大切なこと、

身についていますか？いざ、１

人ぐらしをしても困らないように、

家族と楽しく暮らせるように「洗

濯」「料理」「片付・掃除」「裁縫」

の基本のきを教えてくれます。

勉強や部活のちょっとした息抜きに読書をしませんか？

本の中には、まだ自分が体験したことのないような未知の世界が広がっています。

きっとみんなの役に立つはず！ぜひ手に取って読んでみてくださいね。

『 世界ショートセレクション①

怪盗ルパン謎の旅行者』

モーリス・ルブラン（著）平岡敦（訳）

怪盗であるルパンが探偵役を引き

受ける！？

どんな困難や危険を前にしても、自

分の知力や勇気行動力を駆使し、

嬉々と立ち向かっていくルパンの姿

がカッコイイ！世界のショートセレク

ションはシリーズです。是非読んで

『 怪物はささやく』

パトリック・ネス/池田真紀子(訳)

/あすなろ書房
ある夜、怪物が少年とその母親

の住む家に現れた。それはイチ

イの木の姿していた。怪物が３

つの物語を語り終えたら、少年

が４つめの物語をはなさなくては

ならないという・・・。

『 幽霊塔』

江戸川乱歩/岩波書店

大正はじめ、青年・光雄は幽霊塔と

呼ばれる時計塔で美女・秋子に出

会う。そこは惨殺された老婆が幽霊

となって徘徊すると噂されるところ

だった・・・。

『似ている英語』

おかべたかし(文)/やまでたかし

東京書籍
「小さい＝ｓｍａｌｌとｌｉｔｔｌｅ」「牛＝ｃ

ｏｗとｏｘ」など、日本語は”同じ”

ことばが、英語では”別”のこと

ばになる。それが直感的に理解

できる写真集です。「似ているこ

とば」の姉妹編。

お知らせ

１２月４日（月）～１２月８日（金）まで本の点検の為休館しております。

皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
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近藤史恵 /東京創元社
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原田マハ /集英社

大分県の日田を舞台に、イギリ

ス人陶芸家バーナード・リーチと

二代にわたり弟子となった父と
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１１月といえば、七五三がありますね。

昔、地元の神社や宇佐神宮で七五三をし
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イトルに「食べ物」が付く本も紹介します。
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太田愛 / KADOKAWA

若者の街“渋谷”のスクランブル

交差点で突然絶命した老人、同

じ日に姿を消したエリート公安警

察官―。２つの事件が結ばれた

時、社会を一変するとんでもない

事実が判明する。エンタテイメン

ト要素もある作品です。
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『 とっぴんぱらりの風太郎』

万城目学 /文藝春秋

天下は豊臣から徳川へ。京でぼ
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日々の流れは奇妙な方向へ進

んでいく・・・万城目ワールド満載

の戦国忍者絵巻作品！？ただ、

ユルい。

『恋するハンバーグ』

山口恵以子 /角川春樹事務所

戦後の昭和、元帝都ホテル副料

理長・孝蔵は愛妻一子と洋食屋

「はじめ食堂」をオープンさせる。

はじめ食堂にくるユニークな

人々といろいろな事件に関わり

合いながらも、最後は無事に解

決する、下町人情作品です。

『 うどんの時間』

山下 貴光 /文芸社

弟の葬式の為、１０年ぶりに香

川に帰ってきた健太郎。弟の遺

品カセットテープからはじまる、う

どん県・香川のうどん屋を舞台し

た、健太郎の人生再出発の物語。

最初はほんわかしてるが最後は

びっくりする展開に。



　「子ども司書」とは、図書館の仕事や本を紹介する方法を学び、学校や地域で、みんな
に読書の楽しさを伝える「子ども読書リーダー」です。
　中津市では昨年度、27名の本好きの小中学生が「大分県子ども司書養成講座」を受け
て子ども司書として認定され、今年度より各学校で活躍しています。
　この『子ども司書だより』では、そんな子ども司書さんおすすめの本を紹介いたします！

 
図書館だより増刊号

２０１７年11月発行

三光図書館
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　「子ども司書」とは、図書館の仕事や本を紹介する方法を学び、学校や地域で、みんな
に読書の楽しさを伝える「子ども読書リーダー」です。
　中津市では昨年度、27名の本好きの小中学生が「大分県子ども司書養成講座」を受け
て子ども司書として認定され、今年度より各学校で活躍しています。
　この『子ども司書だより』では、そんな子ども司書さんおすすめの本を紹介いたします！

図書館だより増刊号

２０１７年11月発行

三光図書館

子ども司書だより



子ども司書さんのおすすめ本は図書館で貸出するこ

とができます！ぜひ読んでみてくださいね。

貸出中のときは予約サービスをご利用ください。
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　　　　　　　12月　　　　2017

月日

25

18

11

4

17

10

21

19

12

１２月４日～８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。

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。）

～年末年始休館のお知らせ～

１２月２９日（木）～１月４日（木）

今年も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。

『ふゆのようせい ジャックフロスト』

カズノ・コハラ/ 光村教育図書

森に住むコリンと犬のサミィは、冬が

大嫌い。お友達が冬ごもりしてしまうから

です。そんなふたりの前に現れたのは

冬の妖精ジャック・フロスト。友だちになっ

たふたりは一緒に楽しく遊びますが・・・。
『ゆきだるま』

武鹿悦子 / ひさかたチャイルド

日曜日雪が降り子どもたちが雪だるま

をつくりました。移ろいゆく季節を美しく

描いた、情感あふれる詩の絵本です。

『 クリスマス・キャロル』

チャールズ・ディケンズ/光村教育図書

クリスマス・イブケチで頑固なスクルージ

は、事務所にやってきたおいのフレッドを

追い出してしまった。ところが、その夜か

ら彼の前に３人の幽霊が現れて・・・。

24
31

お気に入りの手帖を自分でアレンジしてみませんか？

★４色ボールペンでかわいい手帳イラスト（石川由紀/東京書店）

★気持ちが伝わるイラストが描ける本（ウマカケバクミコ/Ｇａｋｋｅｎ）

★ａｙａｃｏの手帖のつくりかた（ａｙａｃｏ/(株)ワニブックス）

★ｍｉｚｕｔａｍａさんの毎日イラストレッスン（ｍｉｚｕｔａｍａ/玄光社）

★ボールペン＆マーカーで描く！

カモさんの簡単＆かわいいイラスト（カモ/ＮＨＫ出版）

★消しゴムはんこ大全集（ブディック社）

★ふせん習慣の始めかた（ＹＵＺＵＫＯ/メディアファクトリー）
いろいろチャレンジしてみてください！

冬やクリスマスの本まだまだあります！



『 銀しゃり 』

山本一力 /小学館

きっぷのいい江戸っ子の鮨職人、

義を重んじる武家殿。登場する

人みな筋の通った人たちで、ど

こが魅力的。そんな人たちが織

りなす、江戸は下町、人情物語

です。すっきりと気持ちよく終わ

るのでとても読みやすい。

『絢爛（けんらん）たる奔流』

岩井三四二 /講談社

京都の高瀬川、長野の急流富

士川の開削に挑んだ京商人・角

倉了以。徳川が天下を統一しつ

つあった時代に、自然と闘いな

がらも、世のため人のため、川

の流れを変え、新たな川をつくる

男の挑戦物語。

【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
◇メールアドレス：tosyokan@city.nakatsu.lg.jp

◇ホームページ： http://libwebsv.city-nakatsu.jp/

つぶやき

１２月ですね！もう一年も終わろうとして

いますね。月末になれば、年末年始に向

けて世のお母さんお父さんたちは、掃除

や買い出し、仕事納めや忘年会・新年会、

お正月に向けての餅つきとカラダをフル

活用していることだと思います。そんな時

こそカラダを壊しやすいので、十分体調

管理にはお気を付けください。

三光図書館に所蔵する時代小説（ 一部 ）を紹介します。

下記以外にも多くの時代小説を所蔵していますので、お越しの際はぜひご覧ください。

年末に時代小説を
読んではみませんか？

年末に時代小説を
読んではみませんか？

『 まるまるの毬（いが） 』

西條奈加 /講談社

菓子店「南星屋」は日本全国の

銘菓の数々を取り揃えている人

気店。この菓子店を営んでいる

一家はある秘密を抱えていた・・。

“相手を大事に思いやる”いうこ

とはとても大切なことだと改めて

実感させられます。

『利休にたずねよ 』

山本兼一 / PHP研究所

現代茶道の礎を築いた“千利

休”の人生を描いています。

本作の物語は、利休の人生を

遡っていきながら進んでいくとい

う展開が面白いです。やはり人

と違うものを探求する人の人生

はどこか色っぽい。

『阿蘭陀（オランダ）西鶴』

朝井まかて /講談社

ええ格好しいで、やる事なす事

ただじゃ済まない西鶴の人生を

娘あおいの視点から描いた物語

です。嫌悪感すらあった父を

徐々に理解していく娘の気持ち

を丁寧に描いており、当時の大

阪の雰囲気も感じ取れます。

『走狗（そうく） 』

伊東潤 /中央公論新社

西郷隆盛と大久保利通に仕えた

川路利良が、両名の走狗（手

先）となり幕末の動乱期の政治

工作を担い、初代警視庁長官に

なるまでの物語。私たちの知ら

ない日本史の闇を知ることがで

きる・・・かもしれない。
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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。

１月の月末整理休館日は

１月３１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。）

普段から体をぽかぽかに！冷え対策の本をご紹介いたします

★リンパを整えてキレイになるやさしいストレッチ

（原田優子/成美堂出版）

★自分で押せてすぐに効く！手ツボ・足ツボ（包強/池田書店）

★オトナ女子のための“ホッ”と冷えとり手帖

（渡邊賀子/(株)ワニブックス）

★体の不調を自分で治す温活のコツ（川嶋朗/主婦の友社）

★体の不調を整えるスパイス白湯（市野さおり/宝島社）

★シャワーお灸 冷えない人はやっている（白神典明/自由国民社）

★旬野菜のちから 薬膳の知恵から（タナカトウコ/叢文社）

★冷え取りごはんうるおいごはん（若林理砂/池田書店）

今年こそ冷えを撃退！

『 いっしょなら 』

ジェーン・シモンズ / バベルプレス

いつも一緒に遊んでいる、大きな

ムースと小さいナット。なにもかも異

なる二匹はお互いのことが大好き

だけど・・・。“本当の友達ってなん

だろう”を教えてくれるおはなしです。

『グミとさちこさん 』

大宮エリー / 講談社

白いチワワのグミはさちこさんのこと

が大好き。夢のなかでさちこさんの

願いを叶えようとがんばるグミ。

果たして願いは叶うのか。ファンタ

ジックであたたかいおはなしです。

『いぬのおしりのだいじけん 』

ピーター・ベントリー / ほぷる出版

世界中の犬たちが集まる豪華なパー

ティー。扉にはってある奇想天外な

張り紙からはじまるパーティーであか

される犬たちのひみつとは・・・。

ユーモア抜群のたのしい絵本です。



2018年🐶犬特集

『 ムーとたすく 』

Ayasakai /ポプラ社

フレンチブルドッグのムーと男の

子たすく君との日々の暮らしを

収めた写真集。一緒に寝て、一

緒に食べて、一緒に遊ぶ・・・。ま

るで兄弟のように過ごしている

ふたりの愛らしい様子は見てい

て気持ちをほっこりさせます。

『犬から聞いた素敵な話』

山口花 / 東邦出版

たのしいとき、うれしいとき、つら

いとき、かなしいとき、そのときキ

ミはそばいてくれたね・・・だから、

わたしは元気になれる。飼い主

から愛犬へ、愛犬から飼い主へ。

お互いの目線から綴った感動を

よぶエピソード集。

【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
◇メールアドレス：tosyokan@city.nakatsu.lg.jp

◇ホームページ： http://libwebsv.city-nakatsu.jp/

つぶやき

年初め、おめでたいお正月に合わせて

縁起物にあやかりたいと思い、今年財布

を購入しました。そう、“春財布”です。

今まで使っていた財布はもうボロボロで、

店先で出すのも恥ずかしかったのですが、

愛着があるぶんなかなか手放せずにい

ました。これを機に金運を上昇すべく、大

事に使っていきたいと思います！

今年は戌年。今月の三光図書館では、“ 犬 ”をテーマに館内にある本をご案内します。

2018年🐶犬特集

『 ワンダフルストーリー』

伊坂幸犬郎他 / PHP研究所

人気作家たちによる、“犬 ”を

テーマにした短編小説。昔話に

出てくる犬たちをふんだんに取り

入れた話、なぜが犬に監視され

る話・・とにかくいろんな犬が出

てきます。戌年のときにこそ読ん

でもらいたい作品。

『駄犬道中おかげ参り 』

土橋章宏 /小学館

賭場で多額の借金を背負ったダ

メ男・辰五郎は、長屋の住人達

からお伊勢講に行くよう頼まれる。

旅の途中、代参犬・翁丸、子供

の三吉と出会い一緒に行動する

うちに辰五郎の心に変化がおき

…コメディ感覚の時代小説。

『テルアビブの犬』

小手鞠るい /文藝春秋

戦後の貧しい生活のなか、困難

にあいながらも日々一生懸命に

生きる少年と一匹の老犬の物語。

「フランダースの犬」のオマー

ジュとして書かれたこの作品は、

誰もが少年と老犬の間にできた

強い絆に涙します。

『犬がいたから 』

石黒謙吾 /集英社

「盲導犬クイールの一生」の著者

がおくる７つの短編集。そのとき

犬がいたから立ち直ることがで

きた、あのとき犬がいたから頑

張れた。人と犬との心温まるス

トーリーがふんだんに盛り込ま

れています。



 

　「子ども司書」とは、図書館の仕事や本を紹介する方法を学び、学校や地域で、みんな
に読書の楽しさを伝える「子ども読書リーダー」です。
　中津市では昨年度、27名の本好きの小中学生が「大分県子ども司書養成講座」を受け
て子ども司書として認定され、今年度より各学校で活躍しています。
　この『子ども司書だより』では、そんな子ども司書さんおすすめの本を紹介いたします！

図書館だより増刊号

２０１8年1月発行

三光図書館

子ども司書だより



『 ＨＭ（ホームメイキング）同好会』

藤野千夜 /理論社

高校の伝統で、文化祭は３年に

１度だけ。そんなレアなイベント

に燃えない手はないと、亜矢は

レンチ仲間を誘いクラスの有志

の模擬店カフェに参加すること

に！さあどうなる文化祭！

『キズナキス』

梨屋アリエ/静山社

もしも、他人の心が覗けたら、不

安はなくなるだろうか。もしも、心

を完全に閉ざすことができたら、

他人に傷つけられることもなくな

るだろうか。少女たちの抱える孤

独と閉塞感をリアルにとらえた長

編小説。

皆さんいかがお過ごしですか？冬休みは有意義に過ごせましたか。

今号は11月に発行した『中学生にオススメ！』の第二弾です。ぜひ読んでみてくださいね！

『 カレーライスを一から作る』

前田亜紀/ポプラ社

みんなが当たり前のように食べ

ているカレーライス。その材料を

「一」から作った武蔵野美術大学

「関野ゼミ」の授業をおった９カ

月間のドキュメント。さて、どんな

カレーが出来上がるでしょうか？

『小やぎのかんむり』

市川朔久子 /講談社

夏芽は、中高一貫に通う中学３

年生。親との確執を抱える夏芽

が飛びこんだのは、小さな山寺

でのちょっと不思議なサマーキャ

ンプだった。

『泣けるいきもの図鑑』

今泉忠明（監修） /Ｇａｋｋｅｎ

泣ける！元気が出る！野生で大

変な暮らしをしているいきものや、

進化によってとんでもない体に

なってしまったいきもの、絶滅し

たいきもののさいごの１匹など、

７７種の生き物に関するエピソー

ドを紹介。感動の実話も掲載！

『失われたものたちの本』

ジョン・コナリー/東京創元社

本を愛する少年が迷い込んだの

は、おとぎ話の登場人物や怪物

が蠢く異世界だった。オオカミに

恋した赤ずきんが生んだ人狼、

醜い白雪姫と彼女に虐げられた

小人たち。謎と困難に満ちた旅

路と少年の成長を描いた物語。

♢テオブロマ土屋公二の板チョコで作るかんたんチョコレートお菓子／レタスクラブ

♢Chocolate Rie Takahashi／アップオン

♢作って!プレゼント!手作りチョコブック／ブティック社

♢友チョコ&ラッピングベストセレクション／学研教育出版

♢7人の人気パティシエが教える秘密のチョコレートレシピ／誠文堂新光社

♢もっと本格的に!手作りチョコレートのコツ50／メイツ出版
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まだまだ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？

２月はだんだんと春の気配が見え隠れし始める時期でもあります。２月４日の「立春」は冬と春の分かれ目の

日です。春の初日なのでこの日を元日として祝う地域もあるそうです。立春から春分までの間には、日本にむ

かって温かい南風が吹き込むようになり、この時期にはじめて吹く南よりの風を「春一番」として発表するそう

です。春が待ち遠しいですね。

２月の月末整理休館日は

２月２８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。）

―２月１４日手づくりのお菓子をプレゼントしてみませんか？―

★みらさんの小さなおめかしスイーツ（みら/河出書房新社）

★マシュマロスイーツ（下迫綾美/主婦の友社）

★ヤミーさんの３ＳＴＥＰで作れる１人分お菓子

（ヤミー/主婦と生活社）

★７人の人気パティシエが教える秘密のチョコレートレシピ

（ピエール・エルメ他６名/誠文堂新光社）

★板チョコ１枚から作るかわいいチョコレートのお菓子

（若山曜子/主婦の友社）

★素朴でおいしいまいにちマフィン（宮野真知子/Ｇａｋｋｅｎ）

★やきがしやＳＵＳＵＣＲＥのクッキー（下永恵美/河出書房新社）

★スティックチーズケーキの本（荻山和也/辰巳出版㈱）

『 すきになったら』

ヒグチユウコ/ ブロンズ新社

すきになったら、しりたくなる、あなたの

すきなものをすきになったり、あなたに

とってだいじなものをりかいしたくなる・・・

「すき」の気持ちを知った人におくる

優しい愛の絵本です
『だいすき、でも、ひみつ』

二宮由紀子/ 文研出版

みぎあしのおやゆびがみぎあしのこゆ

びをすきになりました。でも二人の間

には３本の指がいて直接顔を見ること

ができません。さてふたりの恋はどう

なるのでしょうか？

『世界一ばかなネコの初恋』

ジル・バシュレ(文)/いせひでこ(訳)/平凡社

わたしの家が小さくなりすぎてーわたし

のネコが大きくなりすぎてーわたしはひ

っこした。そして・・・わたしのネコは運命

の人に出会った。読みながら笑顔に

なれるユーモア絵本です。
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つぶやき

今月はバレンタインデーがありますね。

この時期になるとたくさんのチョコレート

が出てきて、ついつい買い込んでしまい

ます。特に、オレンジピールをチョコで

コーティングしたものが好きで、店頭で見

つけたらすぐ買ってしまいます。ついつい

食べ過ぎてしまわないように気を付けな

ければ・・・鼻血が出てしまう。

2017年下半期の芥川賞・直木賞が決定しました！各受賞作ともすでに予約多数となってい

ます。すぐの貸出は難しいので、まずは職員までお問合せ頂きますようお願いいたします。

直木賞・芥川賞 決定

2018年本屋大賞ノミネート作品

第１５８回 芥川賞 （ダブル受賞 ） 第１５８回 直木賞

『 おらおらでひとりいぐも 』

若竹千佐子 / 河出書房新社

『百年泥 』

石井遊佳 / 新潮社

『銀河鉄道の父』

門井慶喜 / 講談社

７４歳のおばあちゃんが東北弁

で語る自分の半生。２４歳で故

郷を飛び出しひとりで上京。上

京してからの生活、出会い、結

婚、子供の誕生、そして夫の死。

今までにない老いへの境地を

開いた作品。

宮沢賢治は家業の質屋を継が

ず、学問の道へ進み詩や童話

の創作に情熱を注ぐ。もがき苦

しみながらも自分の夢を追い続

ける息子を、厳しくも援助を惜し

まない父・正次郎。父の視点か

らみた宮沢賢治の生涯とは。

インド・チェンナイでの生活で百

年に一度の洪水に遭遇する。洪

水によって川に沈殿していた泥

から百年の記憶が蘇る。インド

での実体験と日本での幼い記憶

を混ぜ合わせた、そこにあっ

たかもしれない人生。

大賞はどの作品に！？ 先月、２０１８年本屋大賞のノミネート作品が発表されました。

今から各ノミネート作品を読み比べてはいかかでしょうか。大賞の発表は４月１０日です。

『 AX（アックス） 』 伊坂幸太郎 / KADOKAWA

『 かがみの孤城 』 辻村深月 / ポプラ社

『 キラキラ共和国 』 小川糸 / 幻冬舎

『 崩れる脳を抱きしめて 』 知念実希人 / 実業之日本社

『 屍人荘の殺人 』 今村昌弘 / 東京創元社

『 騙し絵の牙 』 塩田武士 / KADOKAWA

『 たゆたえども沈まず 』 原田マハ / 幻冬舎

『 盤上の向日葵 』 柚月裕子 / 中央公論新社

『 百貨の魔法 』 村山早紀 / ポプラ社

『 星の子 』 今村夏子 / 朝日新聞出版

ノミネート作品（ タイトル順）
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３月になり外の様子も春らしくなりましたね！皆様いかがお過ごしでしょうか？

今年の春分の日は３月２１日です。春の「彼岸」の中日（彼岸の７日間の真ん中の日）にあたり多くの方が墓

参りに出かけます。そして、この日を境にして、夜の時間よりも昼の時間のほうがだんだん長くなっていきます。

とても過ごしやすい季節です。 今年度のやり残しが無いように気を引き締めて日々過ごしたいと思います。

３月の月末整理休館日は

３月３１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。）

―お部屋の見た目を変えて気分もかえよう！―

★簡単でカッコいい！壁面収納とインテリア（主婦と生活社）

★プチプラ雑貨アイデアブック（㈱ネコ・パブリッシング）

★ＧＯＯＵＴ Ｄ．Ｉ．ＹＳＴＹＬＥＢＯＯＫ（㈱三栄書房）

★ホームセンターマニアがつくおしゃれな雑貨とインテリア

（主婦と生活社）

★Ｒｕｍｉのおうち時間を楽しむインテリア（山本瑠実/宝島社）

★ナチュラルアンティーク雑貨のある暮らし（瀧本真奈美/ﾜﾆﾌﾞｯｸｽ）

★部屋を心地いいインテリアにする本（Ｇａｋｋｅｎ）

★キッズスペースを簡単リメイク＆ちょこっとＤＩＹ（㈱メディアソフト）

★ニトリ収納＆インテリア ベストコーディネート実例集

（㈱マガジンボックス）

まだまだあります！お気軽にお尋ねください

『星につたえて』

安東みきえ/ アリス館

まだ生きものといえば、海のクラゲしか

いなかった頃のこと。クラゲは空を旅する

星と出会いました。おしゃべりをしてやが

て夜明けが近くなったとき、クラゲは大事

なことを伝えようとしましたが・・・
『幼い子は微笑む』

長田弘/ 講談社

この世で人が最初におぼえる言葉で

はないことばが微笑だ。人を人たらし

める古い古い原初のことば。

長田弘さんの詩をもとにしたうつくしい

絵本です。

『 うさぎのくれたバレエシューズ』

安房直子/小峰書店

バレエが上手になりたいと女の子が

いつもお願いをしていると、ある日バレ

エシューズが送られてきました。はくと

体が軽くなり不思議なことが起こります

いったい誰からの贈り物でしょうか？



『 窓ぎわのトットちゃん１・２ 』

黒柳徹子 / 文藝春秋

言わずと知れた日本のベストセ

ラーですが、テレビと言えば“黒

柳徹子”さん。今でも第一線で活

躍する黒柳徹子さんの自伝的

エッセイにいわさきちひろさんの

絵を添えて再編集した作品。

やっぱりトットちゃんは面白い。

『発達障害の僕が輝ける
場所をみつけられた理由』

栗原類 / KADOKAWA

タイトル通り、モデルの栗原類さ

んが発達障害でも自分の才能を

活かし居場所をみつけだすまで

の道のりを綴っています。栗原

類さんの並々ならぬ努力と家族

や知人のサポートは読んでいて

すごい！と素直に感じました。
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つぶやき

先月は結構な頻度で雪が積もりまし

たね。そんななか、今回はじめて雪の上

に塩化カルシウムを撒きました！いや～

あいつ（塩化カルシウム２５ｋｇ）は本当に

重たいですね！雪がしんしんとふるなか、

鼻水を垂らしながら腰がどうにかなりそう

でした。男性職員さんの助けもあり無事

に終わりましたが、寒い外での重労働は

大変ですね。土木現場の方々、本当にお

疲れ様！！と思いました。

今月の三光図書館では、この記念日にちなみ、放送界（テレビ・ラジオなど）で活躍している

方々の本をご紹介します。下記以外の本も集めています。ぜひご覧になってください。

『 万事正解』

角野卓造 / 小学館

角野さんは、ドラマの役柄の様

な人と人の間に挟まれる中間管

理職的な人ではなかった!?プライ

ベートでは、ひとり居酒屋、ひと

り旅など、気ままに「ひとりの時

間」を大切にする人みたいです。

群れない過ごし方をご覧ください。

『翔ぶ夢、生きる力』

石坂浩二 / 廣済堂出版

自身の俳優としての半生と趣味

の飛行機について熱く語ってい

ます。この本ではじめて石坂浩

二さんを知りました。どれだけ魅

力的な人かよくわかる内容です。

俳優以外にもなんでもこなす。出

来る男は違いますね。

『 Ｌｉｌｙ 日々のカケラ 』

石田ゆり子 / 文藝春秋

女優の石田ゆり子さんが日々の

暮らしのなかで大切にしているも

のについて綴った２１編のフォト

＆エッセイや自身について正直

に語ったロングインタビューなど

彼女の空気感が十分に伝わっ

てくる素敵な作品です。

『大人エレベーター』

妻夫木聡ほか / 扶桑社

某ビールメーカのCMで放映され

た「大人エレベーター」。俳優の

妻夫木聡さんが各階の階数に

応じた年齢の人物と出会い、対

談する。さまざまな問いに大人た

ちはどう答えるのか。読んでいる

とたまに「ふっ。」と声が出ます。

３月２２日は放送記念日
１９２５年３月２２日、社団法人東京放送局（現在のＮＨＫ東京放送局）が、日本初のラジオ仮放送を始めたことにちなむ。


