耶馬溪図書館（耶馬溪公民館 １階）

『しんごうきピコリ』

耶馬溪大字柿坂５２０番地 ☎５４－３１１１（内線３４０）

絵本

『トキメキ探偵マヂカ★マジオ』

ザ・キャビンカンパニー／あかね書房

児童書

信号機があおのときは「すすめ」、きいろの

こぐれ 京／ＫＡＤＯＫＡＷＡ

小学5年生のマイカは、本当のラブを

ときは「とまれ」・・。パトカーが信号機のルール

調べるナゾの男子・真近レオ（自称・マジオ）と、

を教えていると、信号機が不思議な色に光りま

いろいろな人のトキメキの秘密に迫るトキメキ

した。車はどうするのでしょうか。

探偵を結成することに・・・。読むだけで小学校で

ちょっとおかしな信号機のお話しです。

学ぶ漢字1006字が覚えられる物語です。

『大合格』

『今さら聞けないお金の話』
一般書

一般書

中田 敦彦／ＫＡＤＯＫＡＷＡ

丸山 晴美／宝島社

お金の基本をイラストや表とともにわかりや

究極の暗記法ってありますか？ 気持ちを

すく解説。2017年スタートの新税制に加えて、

前向きにするコツは？ 勉強と部活の両立をどう

生活していくうえで知っておくべき「お金」に

するべき？ 受験・恋愛・人間関係の悩みに

ついての話を病気やケガ、結婚、仕事、退職、

慶応大卒のタレント・中田敦彦が答えます。

育児など人生にまつわる場面別に紹介します。

『スタディサプリ放課後版』連載に加筆し書籍化
したものです。

書名・著者名・分類番号【一般】
若杉友子の毒消し料理／若杉 友子／498.5ワ

書名・著者名・分類番号【児童】
日本の歴史人物事典／川口 素生／Ｋ210ニ

失敗から学ぶ薬を使う時の１２のルール／齋藤 百枝美／499.1サ

頭すっきり！なぞなぞゼミナール／高柳 優／Ｋ798タ

イラストでよくわかる世界一のお掃除術／新津 春子／597.9イ

竹取物語／星 新一／Ｋ913タ
10分で読める大わらい落語／土門 トキオ／Ｋ913ト

図解だからわかりやすい花木・庭木剪定のコツ／主婦の友社／627.7ス

50代から本気で学べば人生は愉しくなる／片岡 鶴太郎／779.9カ お裁縫のにがてなシンデレラ／テッサ・ロエル／Ｋ933オ

決戦！忠臣蔵／葉室 麟／913.6ケ
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＊■は、休館日です。
※開館時間・・・午前１０：００～午後６：００

海に光るつぼ／久留島 武彦／ＫＥ

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。
６月の予定は６月 ２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】
自分を操る超集中力／Ｄａｉｇｏ／159タ
ひよっこ 上／岡田 惠和／913.6ク
やり抜く脳の鍛え方／茂木 健一郎／159モ
ジュリエットのいない夜／鴻上 尚史／913.6コ
田中正造と松下竜一／新木 安利／N289.1タ ときどき旅に出るカフェ／近藤 史恵／913.6コ
世界の果てのありえない場所／トラビス・エルボラフ／290.9エ 優しい水/日明 恩/913.6タ
高校生のための憲法入門／斎藤 一久／323.1サ 彼女の色に届くまで/似鳥 鶏/913.6ニ
なぞなぞ＆ことばあそび決定版570問／阿部 恵／376.1ア 暗手/馳 星周/913.6ハ
遺伝子は、変えられる。／シャロン・モアレム／467.3モ レスキュードッグ・ストーリーズ／樋口 明雄／913.6ヒ
病気を知る、防ぐ、治す 新・家庭の医学／藤原 大美／492フ

肩・ひざ・腰の痛みは動いて治す！／若野 紘一／493.6ワ

５０代からのおしゃれバイブル／西山 栄子／589.2ニ
まっすぐ手ぬいでかんたん大人服／高橋 恵美子／593.3タ

カニカマ100皿／カニカマファンクラブ／596.3カ
一坪でできる野菜づくり／北条 雅章／626.9ヒ
切り花の日持ち技術／市村 一雄／627.1イ
この一冊で芸術通になる大人の教養力／樋口 裕一／707.9ヒ

生死を分ける、山の遭難回避術／羽根田 治／786.1ハ

薫風のカノン／福田 和代／913.6フ
文学 ２０１７／日本文藝家協会／913.6フ
犬から聞いた素敵な話／山口 花／913.6ヤ
作家的覚書／高村 薫／914.6タ
いのちの車窓から／星野 源／914.6ホ
泣きたくなったあなたへ／松浦 弥太郎／914.6マ
霧に棲む鬼／小杉 健治／Ｂ913.6コ
完本密命 巻之22／佐伯 泰英／Ｂ913.6サ
奪還の日／堂場 瞬一／Ｂ913.6ト

心に響く和のことばの使い方／吉田 裕子／810.4コ 幸せなひとりぼっち／フレドリック・バックマン／Ｂ949.8ハ

2017年6月～7月まで
曜日
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７/２０
６/ ８

第２
木曜
日

６/２２

第４
木曜
日

７/１３
７/２７

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
幸田入口バス停前 １５：５０～１５：５５
伊福
１６：１５～１６：２５

曜日
第１
金曜
日
第３
金曜
日

月／日

駐車地

６/ ２
６/１６
７/ ７

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

７/２１
６/ ９

第２
金曜
日

６/２３

第４
金曜
日

７/１４
７/２８

予定時間

１０：００～１０：３０
１０：４０～１１：２０
１１：２５～１１：４５
１３：００～１３：３０
１３：４５～１４：１０
１４：２０～１４：４０
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

