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）

『むし歯のしょうたい』 絵本

『オフロケット』 絵本

楠 章子／くもん出版
歯の検査で、りこちゃんは、むし歯が見つ
かりました。歯医者さんに行くと、やさしい
けんたろう先生が、むし歯菌について教え
てくれて・・・。
歯に関する正しい知識がよくわかる絵本
です。

ザ・キャビンカンパニー／白泉社
お風呂で体を洗ったら、湯船に浸かって、
「１０、９、８・・・」とカウントダウン。 ジュゴ
ンがジャンプしたり、キュウカンチョウが
お湯をはったり、楽しいことが起こるか
も！？
心地よい言葉のリズムで自然に数字を
楽しめる絵本です。

『母を亡くした時、僕は遺骨を
食べたいと思った。』 一般書

『日本人の９割がやっている
残念な健康習慣』 一般書

宮川 サトシ／新潮社
母を失った後の日々で僕が知った、
最愛の存在がいない世界とその死の本当
の意味。死後１年、母から届いたスペシャ
ルな贈り物とは・・・。涙と希望に溢れる
家族エッセイ漫画。特別編も収録。2019年
２月公開映画の原作です。

ホームライフ取材班／青春出版社
１日１万歩、糖質制限、発酵食品、半身
浴、筋トレ・・・。巷の常識はもう古い！？
だれもが気になる健康をテーマに、よかれ
と思ってやっている習慣や何気なく行って
いる習慣に警鐘を鳴らし、よくない理由と
正しい方法を紹介します。

書名・著者名・分類番号【一般】
医療費で損しない46の方法／原 昌平／364ハ

書名・著者名・分類番号【児童】
幻獣(モンスター)最強王図鑑／健部 伸明／K388モ
ビジュアル版病気にならない整体学／宮川 眞人／492.7ミ キモい!生きもの／今泉 忠明／K480キ
体を温める、わたしの習慣／石原 結實／498.3カ みんなが知りたい！ 世界遺産／カルチャーランド／K709ミ
おいしい珈琲を自宅で淹れる本／富田 佐奈栄／596.7ト 名探偵コナン紅の修学旅行／青山 剛昌／K913ミ
家中スッキリ片づく!「つっぱり棒」の便利ワザ／竹内 香予子／597.5タ

ちゅんたろうのしょうがっこうたんけん／田島 かおり／KE

樹木希林120の遺言／樹木 希林／778.2キ

やくそくしようよ、とびだしきんし!／深山 さくら／KC
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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。
３月の予定は３月 １日（金）の１０時からです。
４月の予定は４月１９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】

僕たちはもう働かなくていい／堀江 貴文／007.3ホ 花嫁は迷路をめぐる／赤川 次郎／913.6ア

1冊読み切る読書術／齋藤 孝／019サ

炯眼に候／木下 昌輝／913.6キ

天才を殺す凡人／北野 唯我／159キ

人間に向いてない／黒澤 いづみ／913.6ク

すぐに真似できる天才たちの習慣100／教養総研／159.2ス

お金持ちになるゲーム／昆布山葵／913.6コ

大江戸武士の作法／小和田 哲男／210.5オ

鳥籠の小娘／千早 茜／913.6チ

図説英国執事／村上 リコ／233.0ム

私に付け足されるもの／長嶋 有／913.6ナ

壊されつつあるこの国の未来／辛坊 治郎／304シ 神の島のこどもたち／中脇 初枝／913.6ナ

ムリなくできる親の介護／工藤 広伸／369.2ク 美女と竹林のアンソロジー／阿川 せんり／913.6ヒ
老後は非マジメのすすめ/立川 談慶/367.7

トイレで読む、トイレのためのトイレ小説／雹月 あさみ／913.6ヒ

インフルエンザなぜ毎年流行するのか／岩田 健太郎／493.8イ

絵師の魂 渓斎英泉／増田 晶文／913.6マ

脳の働きをまもるウォーキングのすすめ／宮下 充正／498.3ミ

吹上奇譚 第2話／吉本 ばなな／913.6ヨ

笑って!小屋作り／中山 茂大／527ナ

緋色のシグナル／麻見 和史／B913.6ア

節約ハック大百科／松本 博樹／591マ

隠密同心と女盗賊 ２／新美 健／B913.6ニ

スグ効くおやすみ絵本／弥永 英晃／599.4ヤ 大江戸閻魔帳／藤井 邦夫／B913.6フ
最新園芸・植物用語集／土橋 豊／R620.3ツ

Bの戦場 １～6／ゆきた 志旗／B913.6ユ

炭やき教本／杉浦 銀治／658.2ス
ストレス軽減に効く落語／小島 豊美／913.7ス
新しい筋トレと栄養の教科書／岡田 隆／780.7オ 石牟礼道子 苦海浄土／若松 英輔／916イ
はたらく女子のオフィスで「カベ」ストレッチ／古賀 直樹／781.4コ

私をがんから救った8つの知恵／増田 昭子／916マ

夏井いつきの俳句ことはじめ／夏井 いつき／911.3ナ 世界名作探偵小説選／エドガー・アラン・ポー／933セ
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木曜
日
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木曜
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３/２８

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

月／日

駐車地

第１
金曜
日

３/ １
３/１５

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

第３
金曜
日

３/ ８
第２
金曜
日
第４
金曜
日

３/２２

2019年３月まで
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

２０１９年４月からの予定表は作成中
です。遅くなり、申し訳ありません。

