耶馬溪図書館（耶馬溪公民館 １階）

耶馬溪大字柿坂５２０番地 ☎５４－３１１１（内線３４０）

『100年たったら』

『「ふつう」ってなんだ？』

絵本 石井 睦美／アリス館
ずっと昔、ライオンが広い草原にひとりっ
きりで住んでいた。ある日、飛べなくなった
一羽の鳥が草原におりたち、いっしょに過ご
すようになるが・・・。
ライオンと鳥がたどる、はるかな時と命を
描いた、せつなく壮大な物語です。

児童書
ReBit／学研プラス
「ふつう」って？ 男らしさや女らしさって？
「LGBT」って？ 自分にできることって？
レズビアン、ゲイといった性的少数者の
人たちの気持ちや、学校生活で困ることなど
を紹介しながら、性の多様性についてマンガ
やイラストを使ってわかりやすく説明します。

『尾畠春夫 魂の生き方』

『”妻の地雷”を踏まない本』

一般書
尾畠 春夫／南々社
2018年、山口県で行方不明の2歳児を
発見した「平成のスーパーボランティア」
尾畠春夫。
その生い立ちからボランティア人生に
邁進する現在までを語る。 健康法や
語録も収録しています。

一般書
鶴田 豊和／ぴあ
妻が夫に期待するものと、夫が妻に期待する
ものは全然違う。夫婦の「なぜ！？」を行動心理
コンサルタントが徹底解説。妻の地雷を踏まな
いコツをアドバイスします。
よくある地雷エピソードを描いた4コママンガも
掲載しています。

書名・著者名・分類番号【一般】

書名・著者名・分類番号【児童】

血糖を下げるすぐ効く食べ方食べ物／石原 結實／493.1イ ちびまる子ちゃんのマナーとルール／さくら ももこ／K385チ
「遺伝子スイッチ」を切り替える最高の健康法／小林 弘幸／498.3コ

へんてこりんな宇宙図鑑／岩谷 圭介／K440イ

ねこ先生トト・ノエルに教わるゆるゆる健康法／simico／498.3シ ちびまる子ちゃんの整理整とん／さくら ももこ／K597チ

医者が教える日本人に効く食事術／溝口 徹／498.5ミ 5分でドキドキ！胸キュンな話／夜野 せせり／K913コ

名探偵テスとミナ １／ポーラ・ハリソン／K933ハ
凡人のための地域再生入門／木下 斉／601.1キ ごりらかあさん／のぶみ／KE

予約の取れない家政婦タスカジさんのラク家事BOOK／タスカジ／597.9ヨ
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図書館の絵本コーナーで、ボランティアの方が、
１０時から３０分程度、絵本の読み聞かせや
手遊びなどおこないます。
１月の予定は１月 １８日（金）の１０時からです。
２月の予定は２月 １日（金）の１０時からです。
大人も子どもも一緒に楽しめるお話し会です。
どうぞお気軽にお越しください♪
※開館時間・・・午前１０：００～午後６：００

耶馬溪図書館以外の図書館に入った新着本です。気になる本があれば予約を🎵

書名・著者名・分類番号【小説・エッセイ以外】

書名・著者名・分類番号【小説・エッセイ】

即効!成果が上がる速読の技術／佐々木 豊文／019サ 鼠、恋路の闇を照らす／赤川 次郎／913.6ア

「日本の伝統」という幻想／藤井 青銅／031.4フ 会社を綴る人／朱野 帰子／913.6ア
マンガ宝くじで1億円当たった人の末路／鈴木 信行／159ス

倉敷高梁川の殺意／梓 林太郎／913.6ア

オウムと死刑／河出書房新社編集部／169.1オ 54字の物語 怪／氏田 雄介／913.6ウ
信長もビックリ!?科学でツッコむ日本の歴史／平林 純／210.1ク

厨師、怪しい鍋と旅をする／勝山 海百合／913.6カ

これならわかる天皇の歴史Q&A／歴史教育者協議会／288.4コ

まれびとパレード／越谷 オサム／913.6コ

妻と正しくケンカする方法／小林 美智子／367.3コ 硬い爪、切り裂く指に明日／菅野 彰／913.6ス

地面師／森 功／368.6モ

神さまを待っている／畑野 智美／913.6ハ

笑顔の認知症／音成 龍司／493.7ネ

花折／花村 萬月／913.6ハ

病気の9割は歩くだけで治る! PART2／長尾 和宏／498.3ナ

フランス座／ビートたけし／913.6ヒ

最高の入浴法／早坂 信哉／498.3ハ

芙蓉の干城(たて)／松井 今朝子／913.6マ

もう失敗しない!米粉の教科書／柳田 かおり／596.6ヤ エリザベスの友達／村田 喜代子／913.6ム

定年後の断捨離／やました ひでこ／597ヤ
塀の中の美容室／桜井 美奈／B913.6サ
農作物を守る鳥獣害対策／江口 祐輔／615.8エ ゆめ姫事件帖／和田 はつ子／B913.6ワ
これからはじめる商品撮影の教科書／長谷川 修／674.3ハ

大人の流儀 8／伊集院 静／914.6イ

これでいいのだ…さよならなのだ／赤塚 不二夫／726.1ア 命の限り、笑って生きたい／瀬戸内 寂聴／914.6セ
こどもをぐんぐん伸ばす「将棋思考」／高野 秀行／796.0タ 曽野綾子の本音で語る人生相談／曽野 綾子／B914.6ソ

1秒で刺さる書き方／中谷 彰宏／816ナ

まあまあの日々／群 ようこ／B914.6ム

藤沢周平「人はどう生きるか」／遠藤 崇寿／910.2フ 太宰治の絶望語録／太宰 治／917タ
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木曜
日
第４
木曜
日

１/２４

２/１４

駐車地
永岩消防車庫前
津民保育所
津民診療所前
上ノ川内
耶馬溪運輸車庫前
栃木自治公民館前
津民小学校
戸原市営住宅前
もみじ園
城井小学校
下郷保育所
やすらぎ荘

予定時間

９：５５～１０：１０
１０：２０～１０：４０
１０：４５～１０：５５
１１：０５～１１：１５
１１：２５～１１：４０
１１：４５～１１：５０
１３：００～１３：３０
１３：４０～１４：００
１４：１５～１４：３０
１５：００～１６：２０
９：５０～１０：２０
１０：２５～１０：５０
黒法師営農指導研究所 １１：００～１１：１５
両畑バス停前 １１：２５～１１：３０
樋山路バス停 １１：３５～１１：４５
下郷小学校
１３：００～１３：３０
宮園住宅付近 １３：４０～１３：５０
雲神社付近
１３：５５～１４：２０
一ツ戸バス停付近 １４：４０～１４：５５
鎌城
１５：１５～１５：２５
金吉生活改善センター １５：４５～１５：５０
伊福
１６：１５～１６：２５

曜日
第１
金曜
日
第３
金曜
日

月／日

１/１８
２/ １

２/１５
１/１１

第２
金曜
日
第４
金曜
日

１/２５
２/ ８
２/２２

駐車地
戸原分譲住宅
三尾母公民館付近
三慧保育園
山移公民館
山移診療所前
もみじの湯
鹿鳴館駐車場

予定時間

１０：００～１０：３０
１０：４０～１１：２０
１１：２５～１１：４５
１３：１５～１３：４５
１４：００～１４：２５
１４：３５～１４：５５
１５：０５～１５：５０
ドライブレストアイビー前 ９：５０～１０：００
鎌野集落交差点 １０：１５～１０：３０
百谷生活改善センター １０：４０～１０：５０
上百谷公民館 １０：５５～１１：００
藤木自治公民館 １１：１０～１１：３０
耶馬溪中学校 １２：４０～１３：１０
鹿鳴館駐車場 １３：４０～１４：１０
家籠
１４：３０～１４：５５
寺小野
１５：０５～１５：１５
小柿山（光円寺） １５：３５～１５：５５
折戸温泉前
１６：１０～１６：２０

