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）

『しあわせになあれ』
絵本 弓削田 健介／瑞雲舎
あなたが呼んでくれた名前は、美しい祈り
でした－。
両親からの最初の贈り物である「名前」を
テーマにつくられた合唱曲「しあわせになあ
れ」を絵本化しました。
「愛する人」と「愛してくれた」人に贈りたい
一冊です。楽譜が付いています。

『しばわんこと楽しく学ぼう
和のせいかつ』 絵本
川浦 良枝／白泉社
和のくらしの基本を、しばわんことみけ
にゃんこと一緒に親子で遊びながら学べる
本です。
むかしあそび、１２カ月の季節の行事など
も掲載。『MOE』掲載に書き下ろしを加えて
書籍化しています。

『ミドリ薬品漢方堂のまいにち漢方』

『住み継がれる集落をつくる』

一般 櫻井 大典／ナツメ社
お粥、梨の薬膳デザート、板藍茶、緑豆
ぜんざい・・・。
北海道の「ミドリ薬品漢方堂」の三代目で
ある著者が、病院に行ってもなかなか解決
しにくい、数値に出てこない不調への対策
のヒントを、１日ひとつずつ紹介します。

一般
山崎 義人／学芸出版社
消滅可能性と向き合い、外部との交流や
連携によって地域の暮らし、仕事、コミュニ
ティ、歴史文化、風景を次世代に継承して
いる各地の試みから、農村漁村が生き抜く
ための方策を探ります。

書名・著者名・分類番号【一般】

書名・著者名・分類番号【児童】

高齢者の手あそび・指あそび&足体操／原田 律子／369.2ハ 名探偵コナン推理ファイル九州地方の謎／青山 剛昌／K291メ

東大松丸式数字ナゾトキ／松丸 亮吾／410.7マ

図解大事典未確認生物UMA／ながた みかこ／K480ナ

管理栄養士が教えるかしこい食べ方／弥冨 秀江／498.5カ

ブラックないきもの図鑑／今泉 忠明／K480フ

物忘れ・認知症を撃退!脳がよみがえるきくち体操／菊池 和子／498.3キ

おとのさま、ほいくしさんになる／中川 ひろたか／K913ナ

イラストでわかる疲れないカラダの使い方図鑑／木野村 朱美／498.3キ

かいけつゾロリロボット大さくせん／原 ゆたか／K913ハ

体が硬い人でもやわらかくなるストレッチ／石井 直方／781.4カ おしりたんてい ププッゆきやまのしろいかいぶつ!?／トロル／KE
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＊■は、休館日です。
※開館時間・・・午前１０：００～午後６：００

図書館の絵本コーナーで、ボランティアの方が、
毎月第1金曜の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。
２月の予定は２月 1日（金）の１０時からです。
３月の予定は３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♪

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】

疲れないパソコン仕事術／小枝 祐基／007.6コ 田沼スポーツ包丁部!／秋川 滝美／913.6ア

東大生の本の「使い方」／重松 理恵／019シ

会社を綴る人／朱野 帰子／913.6ア

ほっとけない神様図鑑／椙山 林継／172ホ
髪結百花／泉 ゆたか／913.6イ
和尚が教える極上のお葬式／石毛 泰道／186イ 月まで三キロ／伊与原 新／913.6イ
天皇<125代>の歴史／山本 博文／288.4テ

府中三億円事件を計画・実行したのは私です。／白田／913.6シ

侘寂温泉 西日本編／魚谷 祐介／291.0ウ

小説秒速5センチメートル／新海 誠／913.6シ

はじめての相続+遺品整理／明石 久美／324.7ア

約束の花が咲くとき、僕がきみの光になる／高倉 かな／913.6タ

被災地から学ぶかぞくの防災／日本アムウェイ財団／369.3ヒ

破天荒フェニックス／田中 修治／913.6タ

安楽死・尊厳死の現在／松田 純／490.1マ

則天武后 上・下／塚本 青史／913.6ツ

100歳まで自分の力で歩ける「ひざ」のつくり方／戸田 佳孝／494.7ト

ぴりから／堀江 貴文／913.6ホ

思い出し脳活テスト／ど忘れ現象を防ぐ会／498.3オ 官邸ポリス／幕 蓮／913.6マ
シニアよ、インターネットでつながろう!／牧 壮／547.4マ 亜細亜の曙／山中 峯太郎／913.6ヤ
得意料理は和食です!と言えるようになれる本／市瀬 悦子／596.2イ

生きてさえいれば／小坂 流加／B913.6コ

医師が教える!健康あんしん旅／JR東京総合病院／598.3イ

其角忠臣蔵／小杉 健治／B913.6コ

小池芳子のこうして稼ぐ農産加工／小池 芳子／619コ 緊急重役会／城山 三郎／B913.6シ

8秒で心をつかむ接客術／大神 賀世子／673.3オ 「御宿かわせみ」ミステリ傑作選／平岩 弓枝／B913.6ヒ
運転をあきらめないシニアの本音と新・対策／岩越 和紀／681.3イ

隠密旗本 荒事役者／福原 俊彦／B913.6フ

「さみしさ」の研究／ビートたけし／779.9ヒ

湖底の光芒／松本 清張／B913.6マ

古文単語キャラ図鑑／岡本 梨奈／814.6オ

こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話／渡辺 一史／B913.6マ

NHKラジオ深夜便絶望名言／頭木 弘樹／902.7エ 海苔と卵と朝めし／向田 邦子／914.6ム
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木曜
日
第４
木曜
日

駐車地

予定時間

永岩消防車庫前

９：５５～１０：１０

津民保育所
津民診療所前

２/２１

３/ ７

２/１４

３/１４
３/２８

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

曜日

月／日

１０：２０～１０：４０ 第１
金曜
１０：４５～１０：５５ 日

２/ １

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

第３
金曜
日

２/１５
３/ １
３/１５
２/ ８

第２
金曜
日
第４
金曜
日

２/２２
３/ ８
３/２２

2019年2月～３月まで
駐車地
予定時間
戸原分譲住宅

１０：００～１０：３０

三尾母公民館付近 １０：４０～１１：２０

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

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

