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）

『クレヨンしんちゃんの友だち
づきあいに大切なこと』 児童書

『きょう おひさまがでなかったら』

臼井 儀人／双葉社

ある日、おひさまがいなくなってしまった。

絵本

自分で考える、良いこと悪いことを区別する、

塚本 やすし／フレーベル館

おひさまがいなくなった世界はどうなるの？

他人への思いやり、キレない心をつくる・・・・。

ぼくは、おひさま探しの旅に出て・・・。太陽が

小学生や小学校に上がる前の児童に向けて、

人間にとって、身近で大事な存在であることを

友だちと仲良くするために知っておきたいことを、

伝えます。ちいさな科学者たちへ贈る、科学絵本

クレヨンしんちゃんのまんがを通して伝えます。

です。

『九州びいき』

『父と私』

一般書

田端 慶子／リンダパブリッシャーズ

一般書

田中 眞紀子／日刊工業新聞社

福岡在住の著者の、ほとばしる九州愛を

娘から見た、政治家・田中角栄氏とは?

ギューと凝縮！ 九州人気質、九州女子の恋愛

眞紀子氏の足跡をたどりつつ、今、初めて明らか

体質から、九州自慢、九州の神さま、九州の

にされる実像! 著者が父とともに歩んだ47年間

食文化、九州のスポーツ事情まで、さまざまな

の濃密な日々を研ぎ澄まされた感性とクリアな

視点から九州のいいところを見つめ直します。

視点でユーモアを交えて活写した究極の"田中
角栄像"

書名・著者名・分類番号【一般】
現代語訳学問のすすめ／福澤 諭吉／002フ
政治の絵本／たかまつ なな／310.4タ

書名・著者名・分類番号【児童】
かんたん15分！材料３つですいすいスイーツ［４］／宮沢 うらら／K596ミ

ドラえもん５分でドラ語り ことわざひみつ語／藤子・F・不二雄／K814ト

がんで助かる人、助からない人／近藤 慎太郎／494.5コ おしりたんてい かいとうVSたんてい／トロル／K913ト
お医者さんにもらった薬がわかる本／関口 詩乃／499.1セ ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅／J・K・ローリング／K932ロ

あると便利なお漬もの／大原 千鶴／596.3オ
モアナと伝説の海／スーザン・フランシス／K933モ
無農薬でかんたん野菜づくり／NHK出版／626.9ム きょうりゅうたちがけんかした／ジェイン・ヨーレン／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、山移のボランティアの方
お二人が、毎月第1金曜の１０時から、絵本の読み
聞かせをおこないます。
※５月の第１金曜日はこどもの日ため変更しました。
５月の予定は５月１９日（金）の１０時からです。
３０分程度、読み聞かせや手遊びなどをおこないます。
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♪

お手数ですが、耶馬溪図書館で借りていただく際には予約が必要です
このコーナーでは、耶馬溪以外の図書館（小幡記念図書館、三光、本耶馬渓、
山国）に入った新着本を紹介します。気になる本があれば、どうぞご予約を！
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】
11歳からの正しく怖がるインターネット／小木曽 健／007.3オ 暗黒グリム童話集／村田 喜代子／913.6ア
神さまと繋がる神社仏閣めぐり／桜井 識子／147サ 錆びた太陽／恩田 陸／913.6オ
お坊さんに聞く108の智慧／田中 ひろみ／184タ 夜の谷を行く／桐野 夏生／913.6キ
世界から見た20世紀の日本／保阪 正康／210.6ホ やめるときも、すこやかなるときも／窪 美澄／913.6ク

決戦！忠臣蔵／葉室 麟／913.6ケ
超老人の壁／養老 孟司／367.7ヨ
さむらい道 上・下／高橋 義夫／913.6タ
枕と寝具の科学／久保田 博南／498.3ク
犬の報酬／堂場 瞬一／913.6ト
薬膳茶のすべて／辰巳 洋／498.5タ
出会いなおし／森 絵都／913.6モ
世界でいちばんやさしい料理教室／ベターホーム協会／596セ 犬から聞いた素敵な話／山口 花／913.6ヤ
賃貸でもここまでできるDIY／番匠 智香子／597ハ 愛さずにいられない／北村 薫／914.6キ
ミツバチと暮らす／藤原 誠太／647フ
媚びない老後／桐島 洋子／914.6キ
高齢ドライバーの安全心理学／松浦 常夫／681.3マ いのちの車窓から／星野 源／914.6ホ
日本の色のルーツを探して／城 一夫／757.3シ 『レ・ミゼラブル』の世界／西永 良成／950.2ユ
泣かないで、沙保里／吉田 幸代／788.2ヨ
乱歩の猟奇／江戸川 乱歩／B913.6エ
ジブリの文学／鈴木 敏夫／778.7ス
犯罪者 上・下／太田 愛／B913.6オ
図書館多読への招待／酒井 邦秀／830.7ト
完本密命 巻之21／佐伯 泰英／B913.6サ
文豪図鑑完全版／開発社／910.2フ
霊の棲む島／カミラ・レックバリ／B949.8レ
幸せは自分の中にある／ベニシア・スタンリー・スミス／289.3ス

2017年5月～6月まで
曜日
第１
木曜
日
第３
木曜
日

月／日

５/ １８

６/ １
６/１５
５/１１

第２
木曜
日

５/２５

第４
木曜
日

６/ ８
６/２２

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
１４：３０～１４：５０
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
幸田入口バス停前 １５：５０～１５：５５
伊福
１６：１５～１６：２５
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第２
金曜
日
第４
金曜
日

５/２６
６/ ９
６/２３

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(日程移動） １１：２５～１１：４５
山移小学校
１３：００～１３：３０
山移診療所前 １３：４５～１４：１０
もみじの湯
１４：２０～１４：４０
鹿鳴館駐車場 １４：５０～１５：５０
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

