耶馬溪図書館（耶馬溪公民館 １階）

『ことだーま』

耶馬溪大字柿坂５２０番地 ☎５４－３１１１（内線３４０）

『JC女子力向上BOOK』

絵本

児童書

まつなか ちなみ／文芸社

関川 香織／秀和システム

ぼくが兄ちゃんに言った”言葉”がぷくーっと

毎月の生理がユーウツ。ダイエットしてキレイに

ふくらんで、兄ちゃんを攻撃した。ぼくがあんな

なりたい。カレはホントに私のこと好きなのかな

ことを言ったからだ。ほんとは兄ちゃんのこと

あ・・・。誰にも相談できない、あんなことやこんな

大好きなのに。ぼく、どうしよう・・・。

ことがわかったら、きっともっとカワイクなれる！

言葉を大切にしたくなる絵本です。

中学生の女子たちみんなの体と心について、
知っておきたいことを伝えます。

『一生動ける体になる！骨力
体操』 一般書 Mokoto／高橋書店

『大分県のしいたけ料理の本』
一般書

階段がツラい、よろけやすい、腰が痛む、

神谷 禎恵／西日本新聞社

しいたけ稲荷、しいたけステーキ、しいたけ

肩こりがひどい・・・・。じつは寝たきり

ミートパスタ、揚げしいたけの佃煮・・・。

予備軍かも！？

乾しいたけの味と生産量で日本一の大分県の

骨を大きく動かす力を取り戻し、死ぬまで自分

の足でしっかり歩ける力を手にできる、骨力体操

しいたけ料理を、レシピ付きで紹介します。

を紹介します。

書名・著者名・分類番号【一般】

書名・著者名・分類番号【児童】

認知症＆もの忘れはこれで9割防げる！／浦上 克哉／493.7ウ 小学生のかっこいい！！自由研究／成美堂出版編集部／K407シ

シニアの脊柱管狭窄症／紺野 愼一／494.6シ

ワクワク！かわいい！自由研究大じてん／成美堂出版編集部／K407ワ

まんがでわかる自律神経の整え方／小林 弘幸／498.3コ 恐竜キャラクター超大百科／平山 廉／K457キ

呼吸と姿勢の新法則／兼子 ただし／498.3コ

昆虫って、どんなの？／いしもり よしひこ／K486イ

私にもできる！自然農法入門／MOA自然農法文化事業団／626.9ワ 夏休み！発酵菌ですぐできるおいしい自由研究／小倉 ヒラク／K588オ

脳力を鍛える！大人の迷路・迷図パラダイス／関 三平／798セ 一冊で差がつく！将棋上達のコツ50／屋敷 伸之／K796イ
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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。
８月の予定は８月 ４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】
勉強の哲学／千葉 雅也／002チ
現世怪談／木原 浩勝／913.6キ
江戸のベストセラー／清丸 惠三郎／023.1セ 雑賀の女鉄砲撃ち／佐藤 恵秋／913.6サ
宝くじで1億円当たった人の末路／鈴木 信行／159ス 5分で涙があふれて止まらないお話／志賀内 泰弘／913.6シ

掟上今日子の裏表紙／西尾 維新／913.6ニ
ブラタモリ ７・８／NHK「ブラタモリ」制作班／291.0フ 最果ての街／西村 健／913.6ニ

イラストでよくわかる日本の神様図鑑／古川 順弘／172フ

「赤ちゃんポスト」は、それでも必要です。／田尻 由貴子／369.4タ ベスト本格ミステリ2017／本格ミステリ作家クラブ／913.6ヘ

「あの人すてき！」と思わせる美人な姿勢図鑑／彩希子／385.9サ

真田騒動（大活字本）上・下／池波 正太郎／913.6イ

死ぬまでボケない1分間”脳活”法／帯津 良一／498.3オ 無用庵隠居修行（大活字本）上・下／海老沢 泰久／913.6エ

マンガでわかる栄養素の基本／森田 佐和子／498.5マ 夏草の賦（大活字本）１～４／司馬 遼太郎／913.6シ

おしゃれが上達する大人服／石田 純子／589.2オ 螢草（大活字本）上・下／葉室 麟／913.6ハ

風と共にゆとりぬ／朝井 リョウ914.6ア
トコトンやさしい土壌の本／藤原 俊六郎／613.5ト 荒野に立てば／北方 謙三／914.6キ
木に登る王／スティーヴン・ミルハウザー／933ミ
生きる職場／武藤 北斗／667.0ム

つくりおき五味薬味でずぼらやせごはん／番場 智子／596ハ

ダメなときほど「言葉」を磨こう／萩本 欽一／779.9ハ 小石川貧乏神殺人事件／風野 真知雄／B913.6カ

自作キャンプアイテム教本／長谷部 雅一／786.3ハ 完本密命 巻之２４／佐伯 泰英／B913.6サ
漢字は日本でどう生きてきたか／湯沢 質幸／811.2ユ 仇討旅／鳥羽 亮／B913.6ト

文豪と暮らし／開発社／910.2フ

恋するおしい刑事／藤崎 翔／B913.6フ
2017年8月～9月まで
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８/１７
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９/２１
８/１０

第２
木曜
日

８/２４

第４
木曜
日

９/１４
９/２８

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
幸田入口バス停前 １５：５０～１５：５５
伊福
１６：１５～１６：２５

月／日

駐車地

第１
金曜
日

８/ ４
８/１８

第３
金曜
日

９/１５

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

曜日

第２
金曜
日
第４
金曜
日

８/２５

９/ ８
９/２２

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

