２０１９年４月号（ＮＯ．４１）

4月になり一気に暖かくなりましたね。皆様いかがお過ごしでしょうか？
この季節は環境の変化が多くなりなかなか落ち着けない方も多いのではないでしょうか。
そんな時こそ頑張りすぎず深呼吸をしてほどほどに息抜きを！たまに本を読むことで心も潤ってきますよ
物事が活発に動くこの時期、変化を楽しみながら毎日楽しく過ごしていきたいですね

行楽シーズンの到来です！手づくり料理をもって出かけませんか？
★揚げ物バンザイ！（大庭 英子/マイナビ）
★山戸家の野菜べんとう（山戸 ユカ/中央公論新社）
★有元葉子の「和」のお弁当（有元 葉子/東京書籍）
★定食弁当（中山 智恵/主婦と生活社）
★飛田さん家のお弁当（飛田 和緒/家の光協会）
★もう、詰め方、見映えに悩まない！おでかけ弁当ドリル
（上島 亜紀/宙出版）
★激ウマ！から揚げレシピ（沢田 けんじ/玄光社）
★アレンジ自在！お弁当おかず500（宝島社）
まだまだあります！お気軽にお尋ねください
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４月の月末整理休館日は

5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。）

おともだちについて考える絵本をご紹介いたします！
『きょう、おともだちができたの 』
得田 之久/童心社
はずかしがりやのゆうなちゃんに、初め
てのおともだちができました。お家に帰
ったゆうなちゃんは、明日が待ち遠しい
けどちょっと不安になってしまいます
りなちゃん明日もあそんでくれるかな？

『 まじょのルマニオさん』
谷口 智則/ 文溪堂
まじょのルマニオさんは、いつもひとり

1本の魔法の杖が唯一の友だちでした
ある日ルマニオさんは傷ついた小鳥を
見つけます。一生懸命に看病するうちに
ルマニオさんの心にある変化が起きて・・・
『 あいつとぼく』
辻村 ノリアキ/
ぼくはあいつが好きじゃない。いっつ
もいばてるし、乱暴だし、自分勝手だ
し・・・そんなあいつと運動会で二人
三脚をすることになった！タイプのち
がうふたりの少年、二人三脚はうまく
いくのでしょうか？

コーディネイトは
こうでねぇと！

スタイルブック特集

心機一転、さわやなか季節に向けて、装いを新たにしてみませんか？
『 全身ユニクロ！
朝、マネするだけ 』
Ｈａｎａ（著） ／ ダイヤモンド社

ふだん着だけで３６５日分の
コーディネイトを紹介していま
す。今持っている服で今すぐで
きる内容になっており、上手に
まとめるコツも載っているので、
とても参考になりますよ！

その他、“ スタイルブック ”に関する本
『 本当に似合う服に出会える魔法のルール 』
『 大人のおしゃれに、ほしいもの 』
『 アラフォーママの毎日プチプラコーデ 』
『 本当に似合うBestアイテム事典 』
『 リンネル私の着こなしベストBOOK 』
『 おしゃれが上達する大人服 』
上記の本以外にも、
まだまだ所蔵しています！

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。

こどもの読書週間のお知らせ
４月２４日（水）から５月１２日（日）より、こどもの読書週間がはじまります。
三光図書館では、以下のイベントを予定しています。ぜひ皆さんご参加ください。

① しおりをプレゼント
資料を５冊以上ご利用いただいた方に
しおりをプレゼント！ぜひ､ご活用ください。
しおりは無くなり次第、 配布終了とさせて
いただきます。了承ください。

② おりがみをプレゼント
専用用紙に本の感想( 絵でも大丈夫 )を
書いていただくと、おりがみで作ったプチ
ギフトをプレゼント！
書いていただいた感想は館内または図書
館だよりで紹介する予定です。
あらかじめご了承ください。

③ 本・雑誌の無料配布
三光公民館１階の廊下にて無くなるまで
行っております。

お待ちしております♪
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一昨年から友達といちご狩りに行こう、
行こうと言っているのですが、なかなか実
行できていません。。。いちごの旬もだい
ぶ経っているので、また今年も行けずじ
まいです。来年こそは友達と予定を合わ
せていこうと思います。
近年のいちごは、本当にそのまま食べ
ても甘くて美味しいですね！食べるたび
にびっくりしながらいただいています。

２０１９年５月号（ＮＯ．４２）

５月になりました、とても過ごしやすくなりましたね。皆さまいかがおすごしでしょうか
今年のゴールデンウィークは最大１０連休ととっても長いですね。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。この連休中のどこかで本を読んでみません
か！面白い世界が広がっているかも！？

5月1日いよいよ新しい元号の始まりです
この機会に皇室のことや日本の歴史を振り返ってみませんか？
★『道 平成21年〜平成31年』NHK出版
☆『桓武天皇と平安京』井上満郎/吉川弘文館
★『楽しい調べ学習シリーズ 天皇と元号の大研究』
高森 明勅/PHP
☆『皇室 第67号(平成27年夏号)～皇室 第81号(平成31年冬号)』
皇室Our Imperial Family編集部/扶桑社
★『テーマで歴史探索』河合 淳/朝日学生新聞社
☆『世界から見た２０世紀の日本』保阪 正康ほか/山川出版社
★『キーワードで見る!平成カルチャー30年史』三栄書房
☆『ニューズウィークが見た「平成」』CCCメディアハウス
★『子どもニュースいまむかしみらい』朝日学生新聞社
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５月の月末整理休館日は ５月３１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。）

『おべんとうしろくま』
柴田 ケイコ/PHP研究所
おべんとうが大好きなしろくまは、お
べんとうに入ったらどんな感じかな～
と想像してみることに！さて今日の
お昼はなにべんとうかな？

『えんそくごいっしょに』
小竹守 道子/アリス館
今日はえんそく日和！どろぼうたち
はお弁当を持ってウキウキと山に
出かけます。ところがそこで出会っ
たのはなんと刑事さん！どうなっち
ゃうの？

『くものがっこう えんそく』
みらい なな/童話屋
人間の子どもたちをまねて遠足に出か
けた雲のこどもたち。いろんな国へ出か
けいろんな姿になります。
皆さんも雲のこどもたちと一緒に遠足へ
出かけませんか

瀬尾まいこさんとハートフルな作品たち
瀬尾まいこさん著「そして、バトンは渡された」の２０１９年本屋大賞受賞を記念して、
三光図書館内にある瀬尾まいこさんの著書をはじめ心暖まる作品を紹介します。
『 君が夏を
走らせる 』
瀬尾 まいこ

『 戸村飯店
青春１００連発 』
瀬尾 まいこ

『 強運の持ち主 』
瀬尾 まいこ

新潮社

理論社

文藝春秋

大阪は下町の超庶民派中華料
理店を営む両親のもとに生ま
れ育った兄弟。顔も性格もまっ
たく似てない二人の青春人情
物語。人生の岐路に立つ時に
なってわかる兄弟の距離。兄と
弟、似てないようでよく似てる。

占い師ルイーズ吉田の日常。
営業ＯＬから占い師へと転身し
た彼女のもとに訪れる迷える相
談者たち。人情味あふれるル
イーズ吉田先生の占いカウン
セリングをご覧ください。なんと
なく元気をもらえます。たぶん。

１６歳のヤンキー少年が１歳の
女の 子 の面 倒を みる こと に 。
ちょっと大丈夫か！？と思う設
定ですが、それがこの少年な
んとかそつなくこなすんですよ。
少年と女の子の成長していく姿
を優しく見守ってください。
『 僕の明日を
照らして 』
瀬尾 まいこ

『 桜風堂ものがたり 』
村山 早紀

『 ピースメーカー 』
小路 幸也

筑摩書房

PHP研究所

ポプラ社

「虐待」という重いテーマが含ま
れています。中学二年の隼太
は新しい父・優ちゃんから暴力
を受けいますが、誰にも、母に
さえその事は絶対に言いませ
ん。だって言ってしまったら、ま
た 一人 の夜 がはじ まる か ら 。

ある事件がきっかけで職場を
辞める事になった青年。心に傷
を負った青年は桜風堂書店を
訪れること によって自 分の 価
値・居場所を再発見し、ある奇
跡を巻き起こす。本好きにはぜ
ひ読んでほしい作品です。

赤星中学校では文化部と運動
部のいざこざが絶えない。双方
の架け橋となり校内に平和をも
たらす“ピースメーカー”と呼ば
れる凸凹コンビが毎度起こる問
題を知恵と愛嬌で解決していく
ノスタルジック青春ストーリー。
『 ありえないほど

『 癒し屋キリコの約束 』
森沢 明夫

『 食堂メッシタ 』
山口 恵以子

瀧羽 麻子

幻冬舎

角川春樹事務所

幻冬舎

昭和歌謡が流れる純喫茶「昭
和堂」の店主・霧子には、もうひ
とつの顔がある。心に傷を負っ
たお客に救いの手をさしのべる
「癒し屋」という裏の顔が。しか
しその救い方は本人同様かな
りぶっ飛んでいます。ご注意を。

うるさいｵﾙｺﾞｰﾙ店 』

予約がなかなか取れないイタリ
アン「食堂メッシタ」をひとりで
切り盛りする満希が作る料理
はどれも美味しそうで、読んで
いる最中よだれが自然と溢れ
てきます。満希の料理は人を
心から元気にさせてくれます。

色んな事で悩んでいるとき、ぜ
ひこの本で綴られている優しい
言葉に包まれてください。小さ
なオルゴール店を営む風変わ
りな主人があなたにあったオル
ゴールを仕立ててくれますよ。
さてどんな音色がするのかな。
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春になって気温が上がったおかげで、
アイスクリームをよく食べるようになりまし
た。ここ最近のお気に入りは“アイスの
実”のもも味とメロン味です♪このふた味
は期間限定ものなので今時期ではないと

食べることができません。なのでドラック
ストアに行くと必ず各２袋以上は買いま
す！２袋は絶対です！すぐ無くなるので。

２０１９年６月号（ＮＯ．４３）

６月になり雨の日が続いていますね。お洗濯ものがなかなか乾かなくて大変です
ところで、つゆはなぜ「梅雨」と言われるようになったのでしょうか？『家族で楽しむ日本の行事としきたり/ポプ
ラ社』によると季節が春から夏へ移りかわるときに見られる雨の季節で、江戸時代頃より「つゆ」と呼ばれるよう
になり、「梅の熟す時期の雨」という意味が漢字の由来です。とあります
季節を感じて生きる、先人はとても素敵な感性を持っていたんだなぁとしみじみと感じました

タイトルや文の中に雨が出てくる本をご紹介いたします
★『雨上がり月霞む夜』西條 奈加/中央公論新社
★『静かな雨』宮下 奈都/文藝春秋
★『藍の雨 蒐集者たち』浅野 里沙子/ポプラ社
★『雨の狩人』大沢 在昌/幻冬舎
★『竜の雨降る探偵社』三木 笙子/ＰＨＰ研究所
★『雨と詩人と落花と』葉室 麟/徳間書店
★『この雨が上がる頃』大門 剛明/光文社
★『ピンクの雨』新野 彰子/幻冬舎
★金色の雨がふる』桐生 典子/光文社
★『営繕かるかや怪異譚』小野 不由美/KADOKAWA
★『風花病棟』帚木 蓬生/新潮社
※まだまだあります。お気軽にお尋ねください。
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６月の月末整理休館日は ７月１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。）

『まほうのかさ』教育画劇
小沢正（文）はたこうしろう（絵）
いちろうは体育の時間が大嫌い。何とか
体育の時間が無くならないかなと考えて
いた夜、夢の中に黒いマントをきて金色
のとんがり帽子をかぶった女の子が出
てきて赤いかさをくれました・・・

『キムのふしぎなかさのたび』
ﾎｰｶﾝ･ｲｪﾝｿﾝ（文）/徳間書店
大雨の日ちいさな女の子キムはかさを
船にしてみようととびのりました！
船は流れに乗ってどんどん進みます
ドキドキする空想の旅を描く絵本です

『ぽっつんとととはあめのおと』
戸田和代（作）おかだちあき（絵）
毎日雨ばかりで、雨が大嫌いな女の子
あーちゃんがすねていると、かえるくんに
「つまらなかったら、ぼくんちにいらっしゃ
い！」と誘われました。
かえるくんのあとについていくと・・・

恋愛小説あつめてみました
スタンダード、ライト、ディープ、ニッチ・・・。いろんなタイプの恋愛小説を集めました。
湿った季節をより湿らせてみませんか？様々な恋愛模様。みなさんにはどう映る？
『 STORY OF UJI
林 真理子

『 恋歌 』
朝井 まかて

『 黒髪 』
谷村 志穂

小学館

講談社

講談社

小説源氏物語 』

林真理子による超訳･源氏物
語宇治十帖。ねっとり、しっとり、
ずぶずぶに乱れに乱れた男と
女の三角関係をご堪能下さい。
光源氏の血を引く２人のイケメ
ン貴公子。匂と薫。あなたなら
どちらと溺れたいですか？

樋口一葉の師・中島歌子の物
語。片思いを実らせ水戸の藩
士へ嫁ぐも、幕末という時代に
飲み込まれ過酷な運命に翻弄
されていく。命にかえてでもあ
なたに逢いたいと強く一途に想
う女性の一生をご覧ください。

今は亡き母の“女”としての一
生。昭和初期、妻子ある身のロ
シア人を愛してしまった母。時
は経ち自身も家族をもち平穏な
日々を過ごす“りえ”は一枚の
写真と数通の手紙から本当の
母の姿を知るべく旅にでる。

『 はつ恋 』
村山 由佳

『 賢者の愛 』
山田 詠美

『 恋愛検定 』
桂 望実

ポプラ社

中央公論新社

祥伝社

大人の恋物語。遠距離恋愛中
のハナと幼馴染トキヲ。お互い
結婚･離婚の経験有。様々なし
がらみのなか二人は自分達の
時間を大切に過ごす。いくつに
なっても相手を想い、なくす惧
れを抱かずにはいられない。

「痴人の愛」から親友の息子に
“ナオミ”と名をつけさせた真由
子。ここから真由子の復讐が始
まる。親友の息子を調教してい
くことにより、じわじわと親友を
追い詰めていく真由子。愛憎か
らくる恋愛小説をどうぞ。

恋愛に迷子になっている男女
に“恋愛の神様”が恋愛力を測
るべく「恋愛検定」をしに訪れる。
最初はわけのわからない被験
者達。(そりゃそうだ。)そして神
様から行動を監視される。(嫌
だな。)果たして検定結果は!?

『 もしも、私が
あなただったら 』
白石 一文

『 ロマンシエ 』
原田 マハ

『 ぼくは
きっとやさしい 』
町屋 良平

光文社

小学館

河出書房新社

第一線を退いた中年男の第二
の人生。退職、離婚を経て故
郷・博多でひとりバーを開きな
がらひっそりと生活していた男
のもとに、かつての同僚の妻が
突然訪れたことから、中年男の
「最後の恋」がはじまった。

アートとラブコメ。はしゃいだ文
体で物語はテンポ良く進んでい
きます。ただそんな文体のため
読む人を選ぶと思いますが、そ
れでも面白いです。次の展開
が易々と読めないので突然の
コメディに吹き出します。

芥川賞受賞作家がおくる、男メ
ンヘラのピュアで無謀な恋愛小
説！メンヘラとは、相手の気持
ち・立場を考えずに一方的に自
分の気持ちを押し付けること。
とてつもなく難儀な男です。本
当にやさしければいいのにね。
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働かざる者、食うべからず。月末の休
みに、久しぶりに田んぼの手伝いをしま
した。その日は、大分県は高温注意報が
気象庁から出ており、私たちも天気に気
を付けながら朝早くから作業していました

が、私は暑さを甘くみてました。はい、
なってしまいました。熱中症もどきに。そ
の影響が腕をつりました。痛かったです。

2019こどもの読書週間イベントのご報告①
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。
● 本のなまえ ●

秘密をもてないわたし
この本は、脳性まひの女の子のお話しです。
脳性まひで話せないし、身体も動かせませ
ん。そんなわたしに秘密を打ち明ける人が
います。でもなんと私はある人から殺人を打
ち明けられます。想像がつかない、わくわく・
どきどきのストーリーです。ぜひ読んでみて
ください。

● 本のなまえ ●

泣けるいきものずかん

おもしろいしかなしいからたのし
かったです。

● 本のなまえ ●

けいざいがよくわかる（ドラえもん社会ワールド）

ドラえもんのシリーズの中で一番お
もしろかったです。
おかねのことなどをかいていたの
でおもしろかったです。

● 本のなまえ ●

いみちぇん シリーズ

漢字の意味がとても分かって、ス
トーリーがとてもおもしろかったです。

● 本のなまえ ●

しんりテスト

しんりテストで自分のことをもっと
知れるということがよかったです。
楽しかったです。

● 本のなまえ ●

ふしぎパティシエールみるか

ひとつひとつおなはしがとてもたの
しいしおもしろい。（とくにおばあさ
ん）

● 本のなまえ ●

どうぶつのおばけずかん

どうぶつのおばけずかんをよんで、
どうぶつがいろいろなことをして、お
もしろかったです。

● 本のなまえ ●

うちにかえったガラゴ
ガラゴの家にいろんな人がきます。
さいしょはわからないけどガラゴのしって
いる人ばかり。それでガラゴはおふろが
大すき。そとからかえってきたらぜったい
におふろにはいります。

● 本のなまえ ●

ドラえもんロボットのせかい

これはドラえもんシリーズで、ぼくは
おもしろいを思いました。

● 本のなまえ ●

かぐや姫

大きな本だったけど、よみやすくて
「これのつづきがあったら、こうなっ
てただろーな。」と考えたりするのも
楽しかったです。

● 本のなまえ ●

かいけつゾロリ ロボット大さくせん

がっこうのおばけずかん

こわくておもしろかったです。

● 本のなまえ ●

小公女

とちゅうからかわいそうだけど、さい
ごはしあわせになっていたので、い
いはなしだとおもいました。

● 本のなまえ ●

いじめ

「いじめ」のシリーズは、私の家にも
あります。「いじめ」はいじめをされ
た時の気持が分かる本です。
ぜひよんでみてください。

● 本のなまえ ●

おこりじぞう

ロボット大さくせんで一番おもしろ
かったのは、

せんそうでちいさなおんなの子がお
じぞうさんのなみだをのむおはなし

ゾロリがヒアリから食べられそうだっ
たところです。

です。

2019こどもの読書週間イベントのご報告②
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。
● 本のなまえ ●

● 本のなまえ ●

いみちぇん シリーズ

モンゴメリ
私はモンゴメリという赤毛のアンを書いた
人に感動しました。モンゴメリはなんども詩
をおうぼしました。そして赤毛のアンは本に
なったので。私はモンゴメリのここがすきで
す。失敗してもあきらめないところに感動し
ました。

● 本のなまえ ●

私は「いみちぇん！」という小説の本
がオススメです！書道がシュミの女の
子の直毘モモの性格も好きだし、その
パートナーの矢神匠くんも好きです！
ぜひよんでみて下さい！

● 本のなまえ ●

はじめてのプログラミング

くうそう科学読本１５

スクラッチというプラグラミングゲーム
のかいせつやしかたなどをせつめいし
ていてすごくたのしいものなどをつくっ
ていたりしているからです。

● 本のなまえ ●

トツゲキ地ごくちゃんねる
私はこれをよんで、ボケやいろいろな
じけんがおこるのがおもしろかったで
す。だれがよんでもぜったいおもしろい
とおもえる本なのでよんでみて下さい。

● 本のなまえ ●

からだだいぼうけん

いろいろなおもしろいことがかかれ
ています。

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！

今月の図書館だより以外にも、三光図書館内で本の感想・オススメ文
の原本を展示しています。
子どもたちの率直な感想は見ていて楽しいものばかりです。
来館の際、ぜひご覧ください。

２０１９年７月号（ＮＯ．４４）

７月になりましたが、すでに６月から夏が来ていたように感じます。暑い日が続いておりますが、皆さまいかが
お過ごしでしょうか？祝日のなかった６月が終わり今月は第３月曜日「海の日」が祝日です。「海の日」とは四方
を海で囲まれた海洋国である日本が、海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う日だそうです。
もともとは７月２０日とされていましたが、２００３年から７月の第３月曜日になりました。

時短で手軽に作れるレシピ本をご紹介いたします
★『「今日も、ごはんつくらなきゃ」のため息がふっとぶ本』
田内 しょうこ/主婦の友社
★『らくレシピ』近藤 ゆかり/イースト・プレス
★『てんきち母ちゃんのあっという間のおかず』井上 かなえ/家の光協会
★『狭すぎキッチンでもサクサク作れる超高速レシピ』
今井 亮/大和書房
★『レトルトの女王のアイデアレシピラクラクごはん』
今泉 マユ子/清流出版
★『朝からうまっ１分ごはん』きじまりゅうた/青春出版社
★『缶詰で男のもっとええ加減料理』石倉 文信/講談社
★『力尽きたときのためのズボラレシピ』犬飼つな/㈱ソーテック社
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７月の月末整理休館日は ７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。）

『うみがめぐり』
かわさき しゅんいち/仮説社
世界のどこかの海のいま。生まれたば
かりの小さなウミガメの目を通して、海
を巡る命の物語をかいた絵本。
じっと眺めていると、まるで海の中にい
るような気がしてきます

『いそあそびしようよ!』
はたこうしろう・奥山英治/ほるぷ版
あんな岩場に魚がいると思う？お兄ちゃ
んとぼくは、おおきなしおだまりを静かに
ゆっくりとみた。するとだんだんいろんな
生物がみえてきたよ！磯遊びの楽しさを
伝えます

『べんべけざばばん』
りとう ようい/絵本館
だあーるまさんがーこーろん・・・だ！！
あっ！だるまさんがころがっていっちゃ
った。それから臼の中へ、さぁ大変！だ
るまさんどうなっちゃうの？鮮やかな色
彩で描かれたユーモア絵本です

第１６１回 直木賞・芥川賞候補作品決定
選考会は７月１７日（水）
先月、2019年上半期の直木賞・芥川賞候補作品が発表されました。直木賞候補作品は、
どれも中津市内の図書館で所蔵しています。ご覧になりたい作品があればご予約をよろしく
お願いいたします。また芥川賞候補作品は書籍化するまでお待ちください。
直木賞候補作品 （ 作者名５０音順 ）
『渦
『 平場の月 』
朝倉 かすみ

大島 真寿美

『 トリニティ 』
窪 美澄

光文社

文藝春秋

新潮社

中高年の切ない物語。現代
読み物です。まだ若者には解
るまい。大人って簡単には泣
かない、いや泣けないんです。
非凡な人達は出てこず。この
へんで生まれ、育ち、生活し
ている人達のドラマです。

妹背山婦女庭訓 魂結び 』

江戸時代、大阪道頓堀の人
形浄瑠璃作家として活躍した
近松半二の生涯を描いた作
品。幼少の頃に浄瑠璃芝居
に魅了され、物書きの道へ進
もうと決意。スポ根・青春ドラ
マではないが熱気ある作品。

トリニティとは、かけがえのな
い３つのもの。５０年前、出版
社で出会った３人の女たちの
半生。女たちは「男、仕事、結
婚、子供」のなかから、どんな
ことをしても手に入れたかっ
た３つのものとは何か。

『落 花』
澤田 瞳子

『 美しき愚かもの
たちのタブロー 』
原田 マハ

『 マジカルグランマ 』
柚木 麻子

中央公論新社

文藝春秋

朝日新聞出版

平安時代･東国、父に疎まれ
梵唱で見返そうとする寛朝は
関東で暴れている平将門と出
会う。平将門の乱の背景と東
国の人間模様を新たな視点
で描く。この時代の予備知識
がなくてもすんなり読めます。

国立西洋美術館の礎“松方コ
レクション”の奇跡を描く。日
本に美術館を創り、若者に本
物のアートをみせたい。その
夢に生涯をかけた実業家･松
方幸次郎と男たち。敗戦国･
日本からアートを取り戻せ。

元女優の正子。７５歳を目の
前にして再デビュー！理想の
おばあちゃん像として世間で
は認知され、順風満帆な生活
になると思いきや・・ある出来
事がきっかけで正子の生活
は急降下。どうなる正子！！

芥川賞候補作品 （ 作者名５０音順 ）
◆ 今村 夏子 『 むらさきのスカートの女 』 ◆ 高山 羽根子 『 カム･ギャザー･ラウンド･ピープル 』
◆ 古川 真人
『 ラッコの家 』
◆ 古市 憲寿 『 百の夜は跳ねて 』
◆ 李 琴峰 『 五つ数えれば三日月が 』
芥川賞候補作品については、職員までお尋ねください。
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最近、ゴジラにはまっています！先月く
らいから上映中のハリウッド版ゴジラを見
に行き、レンタルショップでもう一度、昔の
作品を見返したりしています！何度見て
も思うのは、ゴジラはただの特撮ではなく、

環境問題、人間の愚かさを伝えてくれま
す。見終わるたびに考えさせられます。
意外と奥が深いんですよね、これが。

２０１９年８月号（ＮＯ．４５）

８月になりました！今年の梅雨は長かったですね。皆様いかがお過ごしですか？いよいよ夏本番ですが、体
調を崩さないよう毎日気を付けて過ごしたいものです。
そして夏休み恒例行事司書体験に８月１日（木）２日（金）三光地区の６年生が来てくれます。皆さま是非図書
館にお越しください。そして６年生を応援してください！

―山が登場する小説を集めてみました！－
★『生還者』
★『燃える山脈』
下村 敦史/講談社

穂高 健一/山と溪谷社
天明・天保時代の信州と飛騨を舞
台に、男女の恋、夫婦愛、山岳信
仰などの人間ドラマを書いた山岳
歴史小説です

増田直志はヒマラヤ山脈のカンチェン
ジュンガの雪崩で命を落とした兄が
装備していたザイルが短くなっている
ことに気づく。兄の死は事故だったの
か殺人だったのか！？

★『神坐す山の物語』

★『神奈備』

浅田 次郎/双葉社
奥多摩の御嶽山にある神官屋敷で
少年だった著者が聞いた、伯母の
怪談めいた夜語り。それらは怖い
けれでも惹きこまれるものばかり
だった

馳 星周/集英社
悲惨な人生を送ってきた少年・潤は
神に救いを求め、霊山御嶽へ向かう
悪天候の中姿をくらませた潤を強力
（ごうりき）の孝が思わぬ理由で捜索
することになる・・・
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８月の月末整理休館日は ９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。）

『夏がきた』
羽尻 利門/あすなろ書房
朝から元気なセミの声！風もお日さまも
昨日と違う！待ちに待った僕らの季節
がやってきた。日本の夏の風物を生き
生きと描く絵本です。さぁ夏に駆け出し
てみませんか？

『あいうえおのうみで』
すぎはら ともこ/徳間書店
家族で海沿いの駅にやってきた男の子
突然、連れてきた子犬のポチが駆け出し
てしまいます。男の子はあわてて追いか
けますが・・・「あ」から「ん」までのリズミ
カルな文書が楽しい絵本です

『ぼくのきんぎょをやつらがねらう!』
武田 美穂/小学館
ぼくの金魚は店で買った、きらきらあか
いステキな金魚。僕の宝物だ
なのに、ぼくの金魚をねらうやつらがい
る！心配で心配で・・・僕は野球も学校
も手につかなくなっちゃった！

夏休みの宿題お助け特集
読書感想文、感想画や自由工作、研究でお悩み方、三光図書館には夏休みの
宿題を手助けする本を用意しています。悩んだときは是非参考にしてください。

自由工作・自由研究

読書感想文・読書感想画
『 スイスイ!ラクラク!!読書感想文 』 １～６年生
成美堂出版編集部
『 ノラネコぐんだんと海の果ての怪物 』
工藤 ノリコ / 作 ・ 白泉社
『 こだぬきコロッケ 』
ななもり さちこ / 作 ・ 童心社
『 ぼくのドラゴン 』
おの りえん / 作 ・ 理論社
『 車夫 １ 』
いとう みく / 作 ・小峰書店

『 小学生のかっこいい!!自由研究 』
成美堂出版
『 ワクワク!かわいい!自由研究大じてん 』
成美堂出版
『 小学生の自由工作かんたん!すごい!!アイデアBOOK 』
成美堂出版
『 自由研究小学生 まとめ10分レポートつき 』
成美堂出版
『 作って楽しい☆おもしろ工作BOOK 』
ブティック社

上記以外の本も所蔵しています。お探しの際は職員までお尋ねください。

“ 海 ”が舞台の小説
８月といえば、夏。夏といえば海！海が舞台の小説を紹介します。

『 海に向かう足あと 』
朽木 祥

『 海とジイ 』
藤岡 陽子

『 漁師の愛人 』
森 絵都

KADOGAWA

小学館

文藝春秋

社会人になってもヨットと海から
気持ちが冷めないでいる村雲
と６人のクルーメンバー。念願
のヨットを手に入れ東京近海の
小さなヨットレースに参加する
はずだった。このまま再び青春
を謳歌するはずだった。。。

元･漁師で今は末期がんのジイ
と 、いじめが原因で 不登校 に
なった孫。美しく時に恐ろしい
海と島を舞台にジイが孫に生き
方、人生観を語ります。ジイの
経験からくる話は力強さがあり、
大切なことを教えてくれる。

ゆけー！二号丸。女々しい男
についていった女のお話です。
お二号さんをもったらダメという
慣わしがある漁師町に住んで
いる男と女。漁師町の女社会
での間接的にネチネチした小
言は読んでいてモヤっとします。
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夏になると怪談や、きもだめしの時期に
なるので、ちょっと私の実体験を。数年前
しょっちゅう金縛りにあっていました。や
はり自分が住んでいるアパートから鬼門
の方角（北東）に墓地があるとなりやすい

みたいです。人が熟睡中、頭をなでたり、
体の上で跳ねたりします。あと反応しない
からって覗きこみます。ウザかったです。

２０１９年９月号（ＮＯ．４６）

８月の終わりごろに雨が降って一気に秋らしい空気に変わりました。季節の変わり目は体調を崩しやすいの
で皆さんお気を付けください。段々と過ごしやすくなるこの季節ちょっとお出かけしたりするには最適ですが
お出かけに疲れた時はちょっと一休みをして本を読んでみませんか？

かわいい動物たちに癒されませんか？
★にっぽんスズメ楽園 （中野 さとる/㈱カンゼン）
★シマウマのしまはサカナのほね （小宮 輝之/メディアパル）
★もふもふもふもふ～ふくろうの赤ちゃん （大橋 弘一/講談社）
★柴犬りゅうじ （本嶋 由希子/パイインターナショナル）
★おかしな生きもの写真館（ポール・ジョインソン・ヒックス/二見書房）
★ふるさとのねこ （岩合 光昭/㈱クレヴィス）
★おじいわんソーヤ （東雲 鈴音/講談社）
★LOVE! （レイチェル・バックホルツ/エクスナレッジ）
★ロンドンのパブねこ （ヴィッキー・レーン/㈱グラフィック社）
★Zooっとたのしー!動物園 （小宮 輝之/文一総合出版）
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『かものはしくんのわすれもの』
かないずみ さちこ/大日本図書
おしゃれをしたかものはしくんが、おば
あちゃんへの誕生日プレゼントを届けに
いきます。でも寄道をするたびに、かも
のはしくんはいろいろなものを忘れてし
まいます、さあ大変！

『ニャンともクマったもんだ』
新井 洋行/えほんの杜

ネコのカネコさんと、クマのクマダさん
がニャンともクマった仲間たちをご
紹介！どれもキュートな動物ダジャレ
で思わずくすっとわらっちゃうかも!?
『ぼくのなまえはダメ!』

９月の月末整理休館日は ９月３０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。）

マルタ・アルテス/コスモピア
ぼくはとってもおりこうさんな犬。いつも
いっしょうけんめいお手伝いします！
あまりにおりこうさんだから、家族はしょ
っちゅうぼくの名前をよびます「ダメ！」
ってね！でも一つだけわからないことが…

摩訶不思議な小説特集
ワンダーランドへようこそ！現実？夢？？それとも・・・奇妙な世界を体験してみせんか？
『 僕らだって
『 奇説無惨絵条々 』
谷津 矢車

『 鏡じかけの夢 』
秋吉 理香子

行成 薫

文藝春秋

新潮社

集英社

歌舞伎もの短編集。歌舞伎を
知らない人でも充分に楽しめま
す。台本のネタを探す幾次郎
は、古本屋の店主から５編の
戯作を渡される。背中に女の
幽霊の刺青を入れられる女の
話をはじめ残酷で奇妙な世界。

海外から流れ着いた一枚の鏡。
その鏡は持ち主の願いを叶え
てくれる鏡だった。羨望と嫉妬、
禁断の愛。戦前から戦後直後
を舞台に鏡に魅入られた人々
の愛憎劇が幕を開ける。清々し
いまでのバッドエンド物語。

扉くらい開けられる 』

微妙な能力を持った人たちの
不思議な物語。出てくる人は５
人。この人たちは自身の悩みと
能力を使うことに葛藤します。
とくに“相手を金縛りにできる！
だが力を使うとハゲる！”という
能力は本当に悩みます(笑)

アート・デザイン特集
芸術の秋の前に、絵画や芸術の歴史に触れてみませんか？
本格派なものから身近にあるものまで、アート・デザインを楽しめるものを紹介します。

★ 本格派！国宝から名画作品なら ★

❤ かわいいものもどうでしょう ❤

『 原田マハの印象派物語 』

『 かわいい!パケ買いデザイン 』

原田 マハ（著） / 新潮社

『 100の傑作で読む新約聖書ものがたり 』

パイインターナショナル

『 絵本作家61人のアトリエと道具 』
玄光社

マルグリット・フォンタ（著） / 創元社

『 ペン1本で描くアート文字ハンドレタリング 』

『 国宝・運慶・北斎 』
日本ＢＰ社

朝日新聞出版

『 万年筆ですぐ描ける!Simple Sketch 』

『 国宝の解剖図鑑 』
佐藤 晃子（著） / エクスナレッジ

グラフィック社

『 カワイイおばあさんの「ひらめきノート」 』

『 新日本遺産 』
平凡社

『 若冲と京（みやこ）の美術 』
細見美術館（監修・編集） / 紫紅者

田村 セツコ（著） / 洋泉社

『 北欧で見つけた、暮らしのデザインBOOK 』
実業之日本社

上記以外の本も所蔵しています。お探しの際は職員までお尋ねください。

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
◇メールアドレス：tosyokan@city.nakatsu.lg.jp
◇ ホームページ： http://libwebsv.city-nakatsu.jp/

今年の夏は酷暑の時もあれば、冷夏の
時もある、なんとも過ごしにくい天気でし
たね。お出かけしたくても、こんな天気で
は思い切って出かけることができなかっ
た夏でしたが･･･そのおかげもあって（？）
お金は全く減らなかったです！そのまま
貯蓄かなと考えたのですが、一気に使お
うと思います！何に発散しようかな～。

２０１９年１０月号（ＮＯ．４７）

１０月になり気温もだいぶ過ごしやすくなりました。皆様いかがおすごしでしょうか
１０月２７日から１１月２９日に秋の読書週間が始まります。この機会にたくさん本を読んでみませんか

心が温まる作品をご紹介！
★アイネクライネナハトムジーク （伊坂 幸太郎/幻冬舎）
★和菓子のアン （坂木 司/光文社）
★コーヒーが冷めないうちに （川口 俊和/サンマーク出版）
★アリスのうさぎ （斉藤 洋/偕成社）
★ガラスの封筒と海と（アレックス・シアラー/求龍堂）
★トオリヌケキンシ （加納 朋子/文藝春秋）
★にじいろガーデン （小川 糸/集英社）
★彼女のこんだて帖（角田 光代/ベターホーム出版局）
★エミリの小さな包丁（森沢 明夫/角川書店）
★百貨の魔法（村山 早紀/ポプラ社）
★車夫（いとうみく/小峰書店）
★崩れる脳を抱きしめて（知念 実希人/実業之日本社）
★雪には雪のなりたい白さがある（瀬那 和章/東京創元社）
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『本の子』
オリヴァー・ジェファーズ/ポプラ社
海や山や怪物が物語で描かれた世界を
本の子と一緒に旅してみませんか？
かつて訪れた本の世界にもう一度出会
えるかも！？

『このほんよんでくれ！』
ベネディクト・カルボネリ/クレヨンハウス
ベンチで親子が絵本を読んでいるのを
聞いていたオオカミ、でも物語の途中で
親子はお家に帰ってしまいます
続きが気になったオオカミは偶然手にし
た本を持って森の動物に読んでくれるよ
うたのみますが･･･

『フランクリンの空とぶ本やさん』

１０月の月末整理休館日は １０月３１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。）

ジェン・キャンベル/BL出版
ドラゴンのフランクリンは本が大好き
街の人たちと仲良くなって本を読んで
あげたいのですが、みんな怖がって逃
げてしまいます。そんな時森の中で出
会った本好きなルナとある計画を立て
ます！

勝手にオススメ小説特集
三光図書館職員による、独断と偏見でえらんだ本を紹介します。
面白そうなのになぜが三光の本棚に埋もれてしまっている良作をぜひ読んでください。

『 図書館の殺人 』
青崎 有吾

『 絶対正義 』
秋吉 理香子

『 みんなの
少年探偵団 』
湊 かなえ ( 他 )

東京創元社

幻冬舎

ポプラ社

風変わりな高校生探偵と女子
高生コンビが華麗に事件を解
決!?どこぞの漫画みたいな設
定ですが、面白ければいいん
です。図書館で起きた殺人事
件。期末試験中のなか高校生
達はどう事件解決していくのか。

正義を愛する範子は、その完
璧な正義から友人たちを助け
てきた。また友人たちも彼女に
尊敬と感謝していた。しかし友
人たちは彼女を殺した。文体か
らでも伝わる常軌を逸した範子
の正義をじっとり感じてください。

あの少年探偵団が有名作家と
ともに帰ってきた！懐かしくも
新しいアンソロジー作品です。
どの話も趣向を凝らし読み手を
不思議な世界へ連れていってく
れます。読み終わった後、もう
一度読み返したくなります。

秋の読書週間のお知らせ
１０月２７日（日）から１１月９日（土）より、秋の読書週間がはじまります。
三光図書館では、以下のイベントを予定しています。ぜひ皆さんご参加ください。

① しおりをプレゼント
資料を５冊以上ご利用いただいた方に
しおりをプレゼント！ぜひ､ご活用ください。
しおりは無くなり次第、 配布終了とさせて
いただきます。了承ください。

② 折り紙で作った雑貨をﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ
三光図書館で1点以上貸出したらスタンプ
１つ差し上げます。（ 一日一回まで ）
貸出スタンプ３つ集めると、折り紙で
作ったみんなでつかえる季節の折り紙
雑貨をプレゼント！

③ 本・雑誌の無料配布
三光公民館１階の廊下にて無くなるまで
行っております。

お待ちしております♪

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
◇メールアドレス：tosyokan@city.nakatsu.lg.jp
◇ ホームページ： http://libwebsv.city-nakatsu.jp/

ここ数カ月、マイ茶碗を新調したいと思
い、出かけるたびに、いい茶碗ないかな
～と探していましたが、この前やっと買い
ました！しかも２個。白のシンプルな美濃
焼茶碗と黄色と白ドットのテキスタイルみ

たいな茶碗です。黄色は白ご飯用で、白
は炊き込みご飯用です。早くこれらの茶
碗で新米を食べたいです♪(*´ω｀*)

２０１９年１１月号（ＮＯ．４８）

秋が深まり徐々に冬の気配を感じる季節になりました。皆様いかがお過ごしでしょうか？
今年のインフルエンザは流行が早かったですね。引き続き体調を崩さないようにお気を付けください！
ここでお知らせです。１２月９日（月）～１２月１３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。

★ごちそうホットサラダ （学研パブリッシング）
★わたしの好きな煮込み料理（ワタナベマキ/家の光協会）
★作りおきスープの素 （髙山 かづえ/文藝春秋）
★たくさん作っておかずやメインに変身
いつものスープでアレンジレシピ６０ （森崎 繭香/日東書院）
★遅く帰った日のきちんと小鍋（ＹＯＳＨＩＲＯ/枻出版）
★料理家１０人のとっておきスープレシピ （枻出版）
★日本の食卓 冬（幕内 秀夫/アスペクト）
★コウケンテツのキムチ料理（コウケンテツ/角川マガジンズ）
★うーらのおうちカレー７７変化（庄司 智子/世界文化社）
★ほぼ１０分でトロッとなる煮込みです。（牛尾 理恵/池田書店）
★鍋の素（エダジュン/ＰＡＲＣＯ出版）
★コトコト煮込むだけレシピ（堤 人美/主婦の友社）
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『パンダ銭湯』
tupera tupera/絵本館
パンダのためのお風呂屋さんにパンダ
の親子がやってきました
「パンダ以外の入店は、固くお断りして
います」パンダ銭湯の秘密とは・・・！？

『まくらのせんにん

そこのあなたの巻』

かがくい ひろし/佼成出版社
まくらのせんにんがお供を連れて散歩
をしていると、次から次へと謎の穴に
はまってしまっているどうぶつたちに
出会います。う～むこうなったら「そこのあ
なた」に頼むしか・・・まくらのせんにんが
ふたりのおともと人助けをするお話です

『おふとんさん』

１１月の月末整理休館日は １２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。）

コンドウ アキ/小学館
「あなたのおふとんになりたくて」と、
ぼくのところにやってきたおふとんさん
ぼくはおふとんさんをキレイに洗濯して
いっしょにねた。
ところが、朝になったらいなくなっていて…。

海外小説作品をご紹介
日本を脱出して、外国の世界を感じてみませんか？
海外作品はけっこうはっきりしていて個性強いです。新たな感覚をどうぞ。

『 おばあちゃんの
ごめんねリスト 』
ﾌﾚﾄﾞﾘｯｸ･ﾊﾞｯｸﾏﾝ

『 ブックショップ 』
ﾍﾟﾈﾛﾋﾟ･ﾌｨｯﾂｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ

『 ﾛｻﾞﾑﾝﾄﾞおばさん
の贈り物 』
ﾛｻﾞﾑﾝﾄﾞ･ﾋﾟﾙﾁｬｰ

早川書房

ﾊｰﾊﾟｰｺﾘﾝｽﾞ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ

朔北社

子どもらしくないエルサ７歳。彼
女の一番の味方で友達だった
おばあちゃんの手紙を代わり
に届けはじめる。あて先はよく
知っている人、知らない人。エ
ルサと“変わった子どもだった”
大 人 た ち の 物 語 で す 。

仕事場で女性蔑視が根強くあ
る時代、ひとりの女性が本への
情熱を胸に本屋を開店させる。
「世界は絶滅させる者と絶滅さ
せられる者に分かれている」と
いう世界観で描かれる物語は
読んでいて切ないです。

やさしさに包まれたいあなたに
贈ります。平凡な日々の中にあ
るドラマが、ロザムンドさんの温
かいまなざしで満ちた言葉で語
られています。物語の舞台でも
あるイギリスの風景の描写はと
ても魅力的で素敵です。

『 僕には世界が
ふたつある 』
ﾆｰﾙ･ｼｬｽﾀﾏﾝ

『 ﾀﾞ･ｳﾞｨﾝﾁ･ｺｰﾄﾞ 』
上・下巻
ﾀﾞﾝ･ﾌﾞﾗｳﾝ

『 幸福の王子 』
ｵｽｶｰ･ﾜｲﾙﾄﾞ

集英社

角川書店

ﾊﾞｼﾞﾘｺ

妄想や幻覚にとらわれた１５歳
の少年の闘病と成長の青春物
語。現実と夢が混ざり合う文体
はまるで詩を読んでいるような
感覚にとらわれます。それが心
地よい。暗い深淵からみごと復
活する彼をご覧ください。

海外文学が苦手な人に是非読
んでもらいたい。これでその苦
手意識はとれるはず！？美術、
宗教、科学、そしてミステリーを
いっぺんに読める作品です。上
下巻とありますが、大丈夫！一
気によめます。読み易いです。

曽根綾子さんによる新訳でおく
る不朽の名作。原作の世界を
忠実に再現されたこの作品は
大人にこそ読んでもらいたいで
す。あとがきを読んでまた本編
を読み直すと最後の文章がよ
り一層深みをまします。

『 怪盗ルパン
謎の旅行者 』
ﾓｰﾘｽ･ﾙﾌﾞﾗﾝ

『 おじいちゃんの
大脱走 』
ﾃﾞｲｳﾞｨｯﾄﾞ･ｳｫﾘｱﾑｽﾞ

『 ぼくが
スカートをはく日 』
ｴｲﾐ･ﾎﾟﾛﾝｽｷｰ

理論社

小学館

学研ﾌﾟﾗｽ

あの名作たちをもう一度読んで
みよう！世界のショートコレク
ションの第一弾。いまや孫！？
といわれる三世が有名ですが、
やはり本家本元も読んでおくべ
し。謎解きあり！冒険あり！の
ワクワクを体験し てくだ さい 。

物忘れがひどくなったおじい
ちゃん。大好きなおじいちゃん
がぼけていくのを見守りながら、
何とかしようとする孫の心温ま
る最高にゆかいな冒険物語で
す。ユーモアとシニカルを併せ
持った考えさせる作品です。

心と身体に違和感を感じている
少年の話。本当の自分を意識
的かつ無意識的に押し込めよ
うとしている姿は読んでいて、
主人公と同様に息苦しくなりま
す。自分らしく生きていきたい
のにそれができない。辛いです。

つぶやき
【代表】 小幡記念図書館
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ラグビーワールドカップ終わりましたね。
みなさん、ラグビーロスになっていません
か？私は若干なっています。久しぶりス
ポーツで感動しました。特にアイルランド
戦は飲み屋街をうろうろしていたときに飲

み屋のＴＶでやっていたので、海外の人と
一緒に見ていました。日本が勝った途端、
みんなで大盛り上がり！いい思い出です。

２０１９年１２月号（ＮＯ．４９）

～年末年始休館のお知らせ～

１２月２９日（日）～１月４日（土）
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。
迎える新しい年もどうぞよろしくお願いいたします。

収納術をフル活用してお家をキレイにしませんか？
★ずっとキレイが続く7分の夜かたづけ
（広沢 かつみ/青春出版社）
★どこに何があるか、すぐわかる収納術（飯田 久恵/大和書房）
★子どもが多いお家(うち)でもできるスッキリ!整理術
（まえだ ゆずこ/KADOKAWA）
★とことん使える!無印良品（小林 尚子/講談社）
★ゆる片づけBOOK （オレンジページ）
★整理&収納のコツ124（文化出版局/文化学園文化出版局）
★心地よい片付けの法則 （MI/KADOKAWA）
★収納上手スタイルBOOK（マガジンハウス）
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１２月９日～１３日までの間は、
資料総点検のため休館です。
また年内の開館は２８日（土）までです。
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。）

『もりのおくのおちゃかいへ』
みやこし あきこ/偕成社
ある朝キッコちゃんが目を覚ますとゆき
はやんでいました。お父さんはおばあち
ゃんの家に雪かきをしに出かけました。
ところが持って行くはずのケーキを忘れ
ています。キッコちゃんはお父さんの後
を追いかけました。

『ふゆってどんなところなの？』
工藤 ノリコ/学研教育出版
「ぐっすりおやすみ、春がくるまで・・・」
そう言われて眠りについたのに、クマの
姉弟は冬眠の途中で目が覚めてしまいま
す。お父さんからは冬はおなかが減って
困ると聞いていましたが・・・

『おかしなゆきふしぎなこおり』
片平 孝/ポプラ社
みなさん雪をじっくり観察したことがあり
ますか？雪が降ったら外に出かけて
みましょう！
あっちこっちで見られる雪や氷の不思議
なすがたを迫力ある写真で紹介します

勝手にオススメ 第２弾
今回は最近三光図書館に入れた新着本のなかから、ぜひみなさんに
読んでもらいたい本たちを紹介します。小説以外あります！本当に面白い。
『 伊勢佐木町
探偵ブルース 』
東川 篤哉

『 潮首岬に
郭公の鳴く 』
平石 貴樹

『 ９７歳の
悩み相談 』
瀬戸内 寂聴

祥伝社

光文社

講談社

アウトロー探偵とエリート刑事
が義兄弟!?細々と探偵をしてい
る桂木。知らぬ間に再婚してい
た母親のお相手は神奈川県警
本部長。しかもその相手の息
子はエリート刑事。ビミョーな関
係が事件を華麗に解決!?

函館で有名な美人三姉妹の三
女が行方不明に。遺留品から
思い起こされる、芭蕉の短歌額。
芭蕉の俳句とこの三女の行方
不明はどう繋がっていくのか。
久々の本格ど直球ミステリー。
綿密なトリックをぜひ！

１０代のリアルな悩みを瀬戸内
寂聴さんが答えくれます。９７
年生きてきた経験から出てくる
言葉は、今の１０代や親御さん
の心ににどう刺さるのでしょう。
寂聴さんが幸福に生きるため
の知恵を伝えてくれます。

『 のっけから
失礼します 』
三浦 しをん

『 面白すぎる!テスト
のおバカな珍解答 』

『 世界の
キッチンから 』
高橋 ヨーコ ( 写真 )

集英社

マイウェイ出版

美術出版社

三浦しをんワールドを堪能でき
る、抱腹絶倒の1冊。絶対ひと
りで読んでください。でないと恥
ずかしい目にあいますよ～。し
をんさんとしをんさんを取り巻く
人々がなんと色濃いことか。特
にご家族エピソードは必読 ！

日本全国の学校のテストから
集めた、ツッコミどころ満載の
答案を紹介。大分県からは２校
紹介されてました。いろんな珍
解答をみて思うことは、反対に
よくこんな答えがでてくるなと感
心しました。実に面白い！

世界中の家庭のキッチンや料
理、街の風景を眺めながら旅
気分を味わえる一冊。ちょっと
一休みのときにパラパラとペー
ジをめくりながら気分転換する
のにオススメ。遠い国の文化を
じっくり覗き見してください。

『 THEデブ脳 』
工藤 孝文

『 吾輩は
ねこである 』
岩合 光昭

『 日本史
ｱｯﾊﾟﾚな女たち 』
本郷 和人（ 監修 ）

枻出版社

クレヴィス

集英社

ダイエットで悩んでいる人朗報
です！痩せられないのはあな
たのせいじゃない！すべて“デ
ブ脳”が原因だった！“デブ脳”
とは何なのか。デブ脳を理解し、
本書の簡単ダイエットをして楽
して痩せ体型を作ろう！

映画「ねこをじいちゃん」で初出
演とは思えない演技力でみごと
銀幕デビューした主役ネコ
“ベーコン”の初・写真集。ネコ
好き人間を次々と骨抜きにして
いくベーコン。ムチムチ・モフモ
フのボディをご堪能ください。

日本の歴史を騒がせた女たち
の華麗なるガチンコ対決！変
わった切り口で日本史を知るこ
とができる。この本を監修され
た先生の独断と偏見も混じって
いますが、とてもわかりやすく
て面白い。新感覚な一冊です。

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
◇メールアドレス：tosyokan@city.nakatsu.lg.jp
◇ ホームページ： http://libwebsv.city-nakatsu.jp/

この時期までアシナガバチがベランダ
に巣を作りにやってきます。毎回５，６匹
でくる偵察隊と闘い領地争いをしていま
す。一時姿を見せなかったので、もうどこ
かの場所で巣を作ったのかなと思ってい

たら、最近またやってきました。しかし、す
でに瀕死の状態。なぜ、そこまでしてウチ
で巣をつりたいのか・・・不思議です。

２０２０年１月号（ＮＯ．５０）

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

この季節に読んでほしい！本集めてみました
★雪には雪のなりたい白さがある （瀬那 和章/東京創元社）
★世界が終わる灯（月原 渉/東京創元社）
★ミトン（小川糸/白泉社）
★蒼き山嶺（馳 星周/光文社）
★何度でも君に温かいココアを（小瀬木 麻美/ポプラ社）
★恋のゴンドラ（東野 圭吾/実業之日本社）
★六花落々（西條 奈加/祥伝社）
★冬の童話（白川 道/ポプラ社）
★それからの四十七士（岡本 さとる/祥伝社）
★冬の光（篠田 節子/文藝春秋）
★冬の砦（香納 諒一/祥伝社）
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１月の月末整理休館日は

１月３１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。）

『エジソン』
トーベン・クールマン/ブロンズ新社
ネズミ大学の教授のもとに、小ネズミの
ビートがやってきます。ビートは教授に
「先祖がのこした宝さがしを手伝ってほ
しい」とお願いをします。ビートと教授は
やがて宝のありかをつきとめますが・・・

『チューせんせいはおいしゃさん』
いもと ようこ/ひかりのくに
ねずみのチュー先生は動物たちの病気を
すぐに治してしまいます！ある日、のどの
調子がわるいねこさんがやってきました。
チュー先生はねこさんの大きな口にドキ
ドキしながら治療をしますが・・・

『おおかみのおなかのなかで』
マック・バーネット/徳間書店
おおかみに食べられたねずみが、おなか
の中で「おうおう」泣いていると、奥から
声が聞こえます。それは先に食べられた
あひるでした。元の世界に戻りたくないと
いうあひる。いったい何がそうさせるの？

第１６２回 直木賞・芥川賞候補作品決定
選考会は１月１５日（水）
先月、2019年下半期の直木賞・芥川賞候補作品が発表されました。直木賞候補作品は、
中津市内の図書館で所蔵しています。ご覧になりたい作品があればご予約をよろしくお願い
いたします。また芥川賞候補作品は雑誌掲載分となっていますので、単行本での所蔵はま
だしておりません。ご了承ください。
直木賞候補作品 （ 作者名５０音順 ）

『 嘘と正典 』
小川 哲

『熱 源』
川越 宗一

『 背中の蜘蛛 』
誉田 哲也

早川書房

文藝春秋

双葉社

小川哲が仕掛ける「歴史」と
「時間」についてのＳＦ作品集。
全て濃厚で味わい深い。本書
のタイトルでもある「嘘を正
典」は、CIA工作員が共産主
義の消滅を企む―という内容。
著者の独創力の高さは必読。

樺太(ｻﾊﾘﾝ)を舞台に日本人
にされそうになったアイヌ人と
ロシア人にされそうになった
ポーランド人が他文明を押し
付けられ、それによりｱｲﾃﾞﾝ
ﾃｨﾃｨを揺るがされる。本当に
自らが守り継ぎたいものとは。

東京・ 池袋で男の死体が発
見されたが捜査は難航、しか
も「あること」がきっかけになり
捜査が急転。そして半年後、
東京・ 新木場で爆殺事件が
発生。再び「あること」が転換
点となり容疑者が浮かぶ。

『落 日』
湊 かなえ
角川春樹事務所

脚本家・甲斐千尋は１５年前
に故郷で起きた笹塚町一家
殺害事件を映画化したいと監
督・長谷部香から相談を受け
る。香はなぜ今になりこの事
件を撮りたいのか。千尋はど
うこの事件と向き合うのか。

芥川賞候補作品 （ 作者名５０音順 ）
◆ 木村 友祐 『 幼な子の聖戦 』
◆ 千葉 雅也 『 デッドライン 』
◆ 古川 真人 『 背高泡立草 』

◆ 高尾 長良 『 音に聞く 』
◆ 乗代 雄介 『 最高の任務 』
芥川賞候補作品については、職員までお尋ねください。
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先月、去年よりは暖冬だったにもかか
わらず、なぜか顔がすごい肌あれになり
ました。ぽつぽつと吹き出物がこんにち
は～！と出現し、くちびるはガサガサ、ヒ
リヒリ。そして親指の爪が縦にパキッと深

く割れてつねにパカパカ。気を付けてい
たのになってしまいました。医師からは
３ヵ月治療といわれました(ノД`)・゜・。

２０２０年２月号（ＮＯ．５１）

２月は一年の中で最も寒い月です。体調を崩さないよう健康管理に気を付けたいですね！
そして今年は４年に一度の閏年で２９日まであります。ちょっと１日得した気分？を味わいながら暖かいお部
屋で読書をしませんか？

美術・音楽等芸術が出てくる作品を集めました
★神の値段（一色 さゆり/宝島社）
★美しき愚かものたちのタブロー（原田 マハ/文藝春秋）
★トロイメライ（村山 早紀/立東舎）
★羊と鋼の森（宮下 奈都/文藝春秋）
★どこかでベートヴェン（中山 七里/宝島社）
★眩（くらら）（朝井 まかて/新潮社）
★ショパンの心臓（青谷 真末/ポプラ社）
★ジゼル（秋吉 理香子/小学館）
★写楽とお喜瀬（吉川 永青/ＮＨＫ出版）
★フェルメールの憂鬱（望月 諒子/光文社）
★蜜蜂と遠雷（恩田 陸/幻冬舎）
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２月の月末整理休館日は

３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。）

『わたしのげぼく』
上野 そら/アルファポリス
わたしはネコだ。かっこよくて、かしこく
てすばやいのが自慢のわたしにはよく
尽くす「げぼく」がいる。わたしは幸せな
日々を過ごしていたが確実に別れの
時が近づいていた・・・

『にんじんじゃのおもしろにんじゃずかん』
うえだ しげこ/大日本図書
忍者になりたい男の子・じんたの前にドジ
でお調子者のにんじんじゃがあらわれた！
「忍術を教えて！」というじんたに忍術の
極意を教えますが・・・
じんたは、はたして忍者になれるのか！？

『ねこです。』
北村 裕花/講談社
なににみえるでしょうか？
モップ？おもち？けいとだま？よーくみ
てみて、ねこです。
いろんなねこがでてくる絵本です
想像力をはたらかせてみてください！

2020年本屋大賞ノミネート作品

『 線は、僕を描く 』
砥上 裕將

先月、２０２０年本屋大賞ノミネート作品の発表が
ありましたので、各ノミネート作品をご紹介します。
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７日(火)です。

講談社
青春と芸術が最高の形で融合した
一冊。交通事故で両親を亡くした
主人公。喪失感を感じながら日々
過ごすなか、水墨画の巨匠と出会
う。はじめての水墨画に戸惑いな
がら次第に心を取戻していく。

『 店長がバカすぎて 』
早見 和馬

『 夏物語 』
川上 未映子

『熱 源』
川越 宗一

角川春樹事務所

文藝春秋

文藝春秋

芥川受賞作「乳と卵」が根底に流れ
ている作品。年を重ねるうちに「自
分の子どもに会いたい」という願い
が芽生える夏子。パートナーなしの
出産。相手なしで子どもを願うこと
は、産む側の身勝手な賭けなのか。

樺太(ｻﾊﾘﾝ)を舞台に日本人にされ
そうになったアイヌ人とロシア人に
されそうになったポーランド人が他
文明を押し付けられ、それによりｱ
ｲﾃﾞﾝﾃｨﾃｨを揺るがされる。本当に
自ら守り継ぎたいものとは。

今流行りの“意識高い”系の店長
です。最初読んでいてイライラする
かもしれません。店長のよくわから
ない言動･行動が意外な展開へ。
最後の結末は思わず声が出てし
まうかも。ドタバタコメディーです。

『 ノースライト 』
横山 秀夫
新潮社
横山ミステリー史上最も美しい謎。
建築士が施主の希望にそって設
計した、思いのこもった新築の家を
訪れると、そこは誰一人住んでなく、
古びた椅子のみがあるだけだった。
一体ここで何 が起 きた のか ！ ？

『 むかしむかしあるところ
に、死体がありました。 』

青柳 碧人

『 ムゲンの ｉ 』 上･下
知念 実希人

双葉社

双葉社

みんなが知っている日本昔ばなし
をミステリー仕立てにした作品集。
アリバイ、密室、ダイイングメッセー
ジなどサスペンス要素がふんだん
に盛り込んでいます。ありそうでな
かった組合せ。新感覚をぜひ。

眠りから醒めない患者３名を同時
に抱え戸惑う女医の愛衣。患者を
目醒めさせるには、魂の救済<ﾏﾌﾞ
ｲｸﾞﾐ>をする方法以外ない。愛衣は
不思議な出会いに導かれ、人智を
超える奇病と事件に挑んでいく。

『 ｍｅｄｉｕｍ
相沢 沙呼

『 ライオンのおやつ 』
小川 糸

『 流浪の月 』
凪良 ゆう

講談社

ポプラ社

東京創元社

霊媒探偵城塚翡翠 』

推理作家と霊媒探偵が巷で起こっ
ている猟奇的連続殺人事件に挑
む。すべてが伏線。物語のあらゆ
るところに伏線が緻密に貼られて
います。それらを全て回収したあと
驚愕の結末に辿り着くでしょう。

若くして余命宣告を受けた主人公
がホスピスで人生の最期を迎える
物語。最後の晩餐も大事ですが、
最期の“おやつ”も大事。素敵な言
葉、心温まる言葉がたくさん溢れ
ています。陽だまりみたいな作品。

重苦しい物語ですが、ページをめく
る手が止まりません。圧巻の筆力
で読み手にトゲ刺していきます。た
だすこーし少女漫画要素がはいっ
ています。相手が美青年だから成
立つ物語だと勝手に思っています。
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今年念願のいちご狩りに行ってきまし
た！何十年ぶりのいちご狩りでしたが十
分楽しめました。色んな種類のいちごが
ハウスのなかで出来ていて、それらを食
べ比べ出来たのが良かったです。みずみ

ずしいもの、酸味があるもの、甘いもの、
その日でここ数日のビタミンを摂取したよ
うな気になりました！美味でした～❤

２０２０年３月号（ＮＯ．５２）

急に寒くなった２月が過ぎ、いよいよ春の到来ですね。皆様いかがお過ごしですか？
何かと変化の多い時期ですから、体調を崩さないようにお気を付けください！

日頃の感謝の気持ちや、伝えたい言葉を素敵なカードや
お手紙にして大切な人に送ってみませんか？
★１００年後まで残したい日本人のすごい名言（斎藤 孝/アスコム）
★３秒でハッピーになる超名言１００（ひすいこたろう/ディスカヴァー）
★最高の自分に出会う６３の言葉と絶景旅する名言（リベラル社）
★しかけがいっぱい！手づくりカード集（いしかわ☆まりこ/成美堂）
★手作りのポップアップカードBOOK（鈴木 孝美/ブティック社）
★手のひらサイズのちいさな立体カード（鈴木 孝美/ブティック社）
★かんたん楽しい手づくりカードBOOK（やまもとえみこ/日本ｳﾞｫｰｸﾞ社）
★一年中楽しい手作りカード（鈴木 孝美/ブティック社）
★ちょこっとイラスト&手がき文字が描ける本（米丸ゆみ/Gakken）
★かわいい！デコ文字イラストレッスン（mizutama他２名/玄光社）
★雑貨カードのつくり方（松尾 ミユキ/ピエ・ブックス）
★プチかわいい折り紙レター&メモ（たかはし なな/メイツ出版）
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『せかいのはてのむこうがわ』
たなか やすひろ/BL出版
友達の輪に入れず寂しい時、僕は１人
で空想の世界で遊ぶ。
そこは「せかいのはて」って呼んでる
お気に入りの場所。でもある時、その
場所にはまだ道が続いていることを
知った僕は・・・

『ともだちのひっこし』
宮野 聡子/PHP研究所
赤ちゃんの頃からゆうちゃんとともちゃんは
なかよしです。ところが、ある日突然とも
ちゃんが隣町へ引っ越すことになりました。
ゆうちゃんはさよならを言うのがいやで
ともちゃんと遊ばなくなってしまいます

『ぼくのたび』

３月の月末整理休館日は

４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。）

みやこしあきこ/ブロンズ新社
ここはぼくのホテル。毎日世界中から
いろんなお客さんがやってきて知らな
い国の話をたくさん聞かせてくれる。
仕事を終えベットに入ると遠くへ行き
たい気持ちがこみ上げてくる・・・優しい
色彩でどこか懐かしい気持ちになります

春に読みたい物語
春は旅立ち、出会い、卒業、新生活・・・様々な人と人が交差する季節。
今月の特集では、ぜひこの時期に読んでほしい小説をご紹介します。
『 春町雑貨店
ぷらんたん 』
岡崎 琢磨

『 ツバメ記念日 』
重松 清

柴田 よしき

新潮社

文藝春秋

原書房

京都のハンドメイド雑貨店の店
主・巴瑠のもとには悩みを抱え
た客人が訪れる。巴瑠自身、
人には明かせぬ秘密を抱えて
いる為、人の悩みに敏感で手
を差し伸べ、その一つ一つに向
き合い優しく解きほぐしていく。

『 あおぞら町

旅立ちや始まりの季節でもある
春ならではの出会いと別れ、家
族への想いが詰まった短編集。
誰もが今まで経験してきたよう
なお話で共感できる箇所があ
ると思います。読み手に優しい
暖かな春を運んでくれます。

春子さんの冒険と推理 』

一見何の変哲もない日常にも
事件と冒険があふれている！
一生懸命で真直ぐな春子さん
謎解きは如何に？ただ、謎解
きといえどもハラハラ感はなく、
のんびりでほんわか雰囲気の
日常爽やかミステリーです。

『 出会いなおし 』
森 絵都

『 春を背負って 』
笹本 稜平

『 ビオレタ 』
寺地 はるな

文藝春秋

文藝春秋

ポプラ社

出会い、別れ、再会し、また別
れ――。人生の大切な場面が
詰まった六つの物語。もし今、
忘れられない人がいて苦しん
でいたら、読んでもらいたいお
話。また「カブとセロリの塩昆布
サラダ」は心が引き締まります。

気軽に楽しめる穏やかな山小
説。ｻﾗﾘｰﾏﾝをやめて、父親の
山小屋を引き継いだ亨。父の
後輩ゴロさんと山小屋を守るた
めの悪戦苦闘の日々が始まっ
た。山は悩める人を見捨てず、
不思議と再生させてくれます。

街の小さな雑貨屋さんを舞台
にした傷心女子の物語。何事
にも自信を持てない傷心女子
が雑貨屋での出会いを通し 、
少しずつ変わりはじめる。村山
由佳さん、吉本ばななさん好き
な人には読んでほしい作品 。

『 心晴日和 』
喜多川 泰

『 稚児桜 』
澤田 瞳子

『 座卓と草鞋と
桜の枝と 』
会川 いち

幻冬舎

淡交社

アルファポリス

“絶望”から“希望”に変わる軌
跡の物語。イジメに遭い孤独を
感じている１４歳の美輝。ある
日、老人にある事をお願いされ
ることで美輝の世界はまた色を
取り戻していく。心が晴れた記
念日。私達に勇気をくれます。

能の曲目をベースにした時代
小説。能楽を知らなくても大丈
夫。読了後はもっと能を知りた
くなります。悲哀の中に美しさと
強かさが折り重なり、程よく余
韻が残る物語たち。美しく品の
ある日本文化をどうぞ。

武士の仁三郎と妻小夜との静
かな夫婦の物語。仁三郎は全
く興味がないのに小夜と夫婦に
なります。そこから始まる夫婦
生活。徐々に二人の距離は縮
まっていくなか、突然物語は良
くない方向へ向かってゆく。

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
◇メールアドレス：tosyokan@city.nakatsu.lg.jp
◇ ホームページ： http://libwebsv.city-nakatsu.jp/

この前の健康診断にて、内科の先生から
「以前より太りましたね～。」とニコニコしな
がら言われました。いつもは何を言ってい
るのか本当にわからないのに、太りました
ね～だけははっきりと聞こえるように言うん

ですよ！私自身自覚があったので、そう何
度も言うなっ！と怒りを感じ、来年みてろ
よっと決心しました。絶対もとに戻してやる。

