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）

『エリック・カールのイソップ
ものがたり』 絵本 イソップ／偕成社

『日本のふしぎなぜ？どうして？』
児童書

寒い冬、お腹のすいたキリギリスが、アリの家

大野 正人／高橋書店

「日本は、いつ日本になったの？」「鬼は、どこ

を訪ねました。アリはパーティーで楽器を弾く

にすんでいるの？」「日本ってお金持ちなの？」

ひとを探していて・・・。あれれ？ 知っている

など、日本の歴史やしくみについて、イラストと

お話しとちょっと違う！？ エリック・カール流に

ともに紹介します。聞かれたら説明に困る、いろ

味つけした、全11話のイソップものがたりです。

んなふしぎが理解できます。

『かきごおりすと Ｖｏｌ．5』

『学校へ行けなかった私が
「あの花」「ここさけ」を書くまで』

一般書

かき氷コレクション実行委員会／FISH RECORD

一般

日本の食文化「かき氷」を食べ歩くためのガイ
ドブックです。東京をはじめ、日本各地のお勧め

岡田 磨里／文藝春秋

人気アニメ「あの日見た花の名前を僕達は

のかき氷屋さんを、写真やお店データとともに

まだ知らない。」「心が叫びたがってるんだ。」の

紹介しています。

脚本家は、小学校高学年から高校時代まで、

学校には行けなかったー。母親との長い時間

耶馬渓からは「和・カフェ蛍茶園」「陶 cafe

から外の世界へ出ていくまで、自身の半生を

しろき庵」の2件が紹介されています！

綴ります。

書名・著者名・分類番号【一般】
スマホ廃人／石川 結貴／007.3イ
知らないと損をする！国の制度をトコトン使う本／清水 京武／364シ

科学者の話ってなんて面白いんだろう／青山 千春／著／568.8ア

書名・著者名・分類番号【児童】
いじめから脱出しよう！／玉聞 伸啓／K371タ
地球の超絶現象最驚図鑑／武田 康男／K450チ
土石流のチカラ／佐藤 丈晴／K517サ

エナジードリンク・栄養ドリンクのすべて／松永 政司／588.4マ 名探偵コナン から紅の恋歌（ラブレター）／青山 剛昌／K913ミ

家事の断捨離／やました ひでこ／590ヤ
アキラとあきら／池井戸 潤／B913.6イ
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＊■は、休館日です。

たなばたにょうぼう／常光 徹／KE
つまんないつまんない／ヨシタケ シンスケ／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。
７月の予定は７月 ７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♪
※開館時間・・・午前１０：００～午後６：００

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】
ポジティブ会議／松岡 修造／159マ
災神／江島 周／913.6エ
坊さんの妙薬小咄88話／松本 修明／188.9マ 京都かけだし信金マンの事件簿／菅井 敏之／913.6キ
日本史＆世界史ビジュアル歴史年表／カルチャーランド／209ニ ザ・ベストミステリー2017／日本推理作家協会／913.6サ

いま知っておきたい天皇と皇室／山下 晋司／288.4ヤ めぐみ園の夏／高杉 良／913.6タ

おいしい時間をあの人と／伊藤 まさこ／281.04イ ショートショート・BAR／田丸 雅智／913.6タ

共謀罪の何が問題か／髙山 佳奈子／326.8タ 掟上今日子の裏表紙／西尾 維新／913.6ニ
10分でわかる得する年金のもらい方／田中 章二／364.6タ ニャンニャンにゃんそろじー／有川 浩／913.6ニ
子どもと一緒に覚えたい道草の名前／稲垣 栄洋／470コ 探偵さえいなければ／東川 篤哉／913.6ヒ
あなたの人生を変える雨の日の過ごし方／美野田 啓二／498.4ミ ストラディヴァリウスを上手に盗む方法／深水 黎一郎／913.6フ

DIYで作る！男のガレージ＆工房／中村 好文／527テ 落語魅捨理(ミステリ)全集／山口 雅也／913.6ヤ

優しき悪霊／輪渡 颯介／913.6ワ
サバイバル猟師飯／荒井 祐介／659ア
女と男の品格。／伊集院 静／914.6イ
キャッチコピーの教科書／さわらぎ 寛子／674サ 死ぬのもたいへんだ／曽野 綾子／914.6ソ
組み方を楽しむエコクラフトのかご作り／荒関 まゆみ／754.9ア かんもくって何なの！？／モリナガ アメ／916モ

接待の手土産2017－2018／ぐるなび「こちら秘書室」編集室／596セ

キャンプでやってみる子どもサバイバル／川口 拓／786.3カ 図書館は逃走中／デイヴィッド・ホワイトハウス／933ホ

知るほどに深くなる漢字のツボ／円満字 二郎／811.2エ 上州すき焼き鍋の秘密／倉阪 鬼一郎／B913.6ク
サラリーマン川柳なっとく傑作選30回記念版／やく みつる／911.4サ

哀惜の剣／小杉 健治／B913.6コ
2017年7月～8月まで

曜日
第１
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日
第３
木曜
日

月／日

７/ ６
７/２０
８/ ３
８/１７
７/１３

第２
木曜
日

７/２７

第４
木曜
日

８/１０
８/２４

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

７/ ７
７/２１

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

８/ ４
８/１８
７/１４

第２
金曜
日
第４
金曜
日

７/２８

８/２５

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

