耶馬溪図書館（耶馬溪公民館 １階）

『みえた！からだのなか』

耶馬溪大字柿坂５２０番地 ☎５４－３１１１（内線３４０）

『いまどんなきもち？』

児童書

キャロン・ブラウン／くもん出版

絵本

林 木林／講談社

赤ちゃんはどこで大きくなるの？ おしっこは

にこにこ、しくしく、かんかん・・・。動物たちの

どこでできるのかな？ からだのなかをのぞい

表情をなぞり、声に出して読んでみましょう。

てみよう！ページの後ろからライトを照らしたり、

オノマトペを楽しみながら、自分の気持ちを

ページを光にかざしたりすると絵がうかぶ、ワク

理解するきっかけを与え、運筆を練習する前の

ワク知識絵本です。同シリーズ作品で「みえ

指の感覚を鍛えるアクティビティブックです。

た！ジャングルのおく」もあります。

『色と食材の食事術』

『58歳からのハローワーク200％
活用術』 一般書

一般書

星野 春香／枻出版社
健康と美容をサポートする赤色。強力な抗酸
化作用でガンや生活習慣病を予防する緑色・・・。

日向 咲嗣／朝日新聞出版
難しいと思われている中高年の再就職も、

植物がつくり出す機能性成分「ファイトケミカル」

ハローワークを上手に活用すれば大丈夫！

をバランスよく摂取するための食材を、赤・緑・

お宝求人を見つける検索方法や、オトクな

黄・白・茶の5色に分類して紹介します。

雇用保険のもらい方など、幸せな職業生活を
送るために必要な実用知識を紹介します。

書名・著者名・分類番号【一般】
日本の神様ご利益事典／平藤 喜久子／172ニ

書名・著者名・分類番号【児童】
超絶！バケモノ生物大図鑑198／小宮 輝之／K480チ

要介護シニアも大満足！3分間ちょこっとレク57／斎藤 道雄／369.2サ

へんなおさかな／小林 龍二／K487ヘ

早引き介護の医学知識ハンドブック／佐藤 富士子／490ハ 超もりあがる！5分間ゲーム／さそり山 かずき／K798サ

病気のサインは足裏で読む／前澤 香苗／492.7マ ５分後に笑えるどんでん返し／エブリスタ／K913コ
オトナ女子の不調がみるみる改善する本／石原 新菜／498.3イ ５分後に恋するラスト／エブリスタ／K913コ
おしりたんてい あやうしたんていじむしょ／トロル／K913ト
一生モノの知恵袋／主婦の友社／590イ

逃げる力／百田 尚樹／914.6ヒ
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＊■は、休館日です。
※開館時間・・・午前１０：００～午後６：００

やさいのがっこう とうもろこしちゃんのながいかみ／なかや みわ／KE

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、新しい仲間も増えて
３人で絵本の読み聞かせをおこないます。
５月の予定は５月 １１日（金）の１０時からです。
６月の予定は６月 １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♪

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】
読み聞かせは魔法！／吉田 新一郎／019.5ヨ 死の島／小池 真理子／913.6コ
マンガで身につく多動力／堀江 貴文／159ホ 青空と逃げる／辻村 深月／913.6ツ
池上彰の世界から見る平成史／池上 彰／209.7イ 貝社員浅利軍平／浜口 倫太郎／913.6ハ
カンタン&盛り上がる！運動会種目101／山中 伸之／374.4ヤ 集団探偵／三浦 明博／913.6ミ
記憶力を鍛える齋藤孝式「呼吸法」／齋藤 孝／498.3サ 三成最後の賭け／矢的 竜／913.6ヤ
痛い靴がラクに歩ける靴になる／西村 泰紀／589.2ニ 凶犬の眼／柚木 裕子／913.6ユ
農家が教える梅づくし／農文協／596.3ノ
秋霖やまず／佐伯 泰英／B913.6サ
もっとくわしい植物の病害虫百科／根本 久／623モ 夫婦からくり／中島 要／B913.6ナ
Veritecoの草木染め／Veriteco／753.8ヘ
隠密同心と女盗賊／新美 健／B913.6ニ
夢を生きる／羽生 結弦／784.6ハ
酒の渚／さだ まさし／914.6サ
いつも日本語で悩んでいます／朝日新聞校閲センター／810.5イ 「がん」をのりこえた人が気づく７つのこと／小原田 泰久／916オ

大賞 かがみの孤城／辻村深月／ポプラ社

6位 騙し絵の牙／塩田 武士／KADOKAWA

2位 盤上の向日葵／柚月 裕子／中央公論新社7位 星の子／今村 夏子／朝日新聞出版
3位 屍人荘の殺人／今村 昌弘／東京創元社 8位 崩れる脳を抱きしめて／知念 実希人／実業之日本社
4位 たゆたえども沈まず／原田 マハ／幻冬舎 9位 百貨の魔法／村山 早紀／ポプラ社
5位 AX／伊坂 幸太郎／KADOKAWA

10位 キラキラ共和国／小川 糸／幻冬舎

2018年５月～６月まで
曜日
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木曜
日
第３
木曜
日

月／日

５/１７

６/ ７
６/２１
５/１０

第２
木曜
日
第４
木曜
日

５/２４

６/１４
６/２８

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
第１
金曜
日
第３
金曜
日

月／日

５/１８
６/ １
６/１５
５/１１

第２
金曜
日
第４
金曜
日

５/２５
６/ ８
６/２２

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

