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）

『夏の星座を見つけよう』

『愛して育てるいきもの図鑑』

児童書

児童書

赤木 かん子／新樹社

「夏の星座」をテーマに、ベガ・アルタイル・

今泉 忠明／カンゼン

アライグマの母親はかわいい顔してめちゃ

デネブの夏の大三角や北極星、さそり座の

くちゃスパルタ教育、コウテイペンギンのオスは

赤い星・アンタレスなどの見つけ方を、迫力の

子どものために４か月なにも食べない・・・。

ある美しい天文写真とともにやさしく紹介します。
「読み聞かせ」もできる宇宙の本で、星座クイ

いきものたちの、おもしろ子育てエピソードを
イラストで紹介します。

ズ付きです。

『日本人の９割がやっている
残念な習慣』 一般書

『歳を取るのも悪くない」
一般書

養老 孟司／中央公論新社

ホームライフ取材班／青春出版社

いつまで働き続けなければいけないの？

目薬のあと、目をパチパチする。豆腐を四角く

夫婦関係って変わっていくもの？

切って食べる。その習慣、問題あり！

人生１００年時代に不安でいっぱいの小島

衣食住の幅広い習慣の中から、よくある残念な

慶子が、養老先生に率直な疑問をぶつけまし

習慣をピックアップ。ダメな理由と正しいやり方を

た。

紹介し、一歩進んだ裏ワザ的な方法も紹介します。

幸せに生きるためのヒントが満載です。

書名・著者名・分類番号【一般】
書名・著者名・分類番号【児童】
「腸の老化」を止める食事術／松生 恒夫／493.4マ いちばんたのしい!なぞなぞ大集合／小野寺 ぴりり紳／K798オ
栄養まるごと10割レシピ!／小田 真規子／498.5エ 金田一くんの冒険 ２／天樹 征丸／K913ア
あした死んでもいい身辺整理／ごんおばちゃま／590コ 小説イナズマイレブン １／日野 晃博／K913エ
ぼくの声が消えないうちに。／西本 紘奈／K913ニ
ひんやり夏和菓子／鳥居 満智栄／596.6ト
ゼロから分かる！日本茶の楽しみ方／ブレケル・オスカル／596.7フ

おしっこちょっぴりもれたろう／ヨシタケ シンスケ／KE

人間にとって病いとは何か／曽野 綾子／914.6ソ ピーマンのにくづめだったもののはなし／若井 麻奈美／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、ボランティアの方が、
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 ３日（金）の１０時からです。
９月の予定は９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♪

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】

お話とともに育つ喜び／下澤 いづみ／015.8シ 星夜航行 上・下巻／飯嶋 和一／913.6イ
図解50歳からの人生が楽しくなる生き方／保坂 隆／159ホ

天地に燦たり／川越 宗一／913.6カ

西日本「公共の宿」厳選ベストガイド／あんぐる／291.0ニ

絵金、闇を塗る／木下 昌輝／913.6キ

池上彰のマンガでわかる経済学 1／池上 彰／331イ 島のエアライン 上・下／黒木 亮／913.6ク
よくある子どもの病気・ケガまずの対応マニュアル／新谷 まさこ／376.1シ

漱石センセと私／出久根 達郎／913.6テ

5分間背骨ゆらしで体じゅうの痛みが消える／上原 宏／492.7ウ

雨降る森の犬／馳 星周／913.6ハ

命を縮める「睡眠負債」を解消する／白川 修一郎／498.3シ もう「はい」としか言えない／松尾 スズキ／913.6マ

陛下、お味はいかがでしょう。／工藤 極／596.0ク 燃える波／村山 由佳／913.6ム
マンガでわかるかずのすけ式美肌化学のルール／かずのすけ／576.7マ

選んだ孤独はよい孤独／913.6ヤ

よくわかるイネの生理と栽培／農山漁村文化協会／616.2ヨ

世界遺産100断面図鑑／中川 武／709セ

斬り捨て御免／工藤 堅太郎／B913.6ク
芸は人なり、人生は笑いあり／桂 歌丸／913.7カ

最高の雑談力／茂木 健一郎／809.4モ

綾蝶(あやはびら)の記／石牟礼 道子／914.6イ

江戸「仕事人」案内／岡村 直樹／910.2オ

やさしさにつつまれる小さな物語／「小さな親切」運動本部／914.6ヤ

耶馬溪図書館の場所を分かりやすくするために、
看板を新設しました。
国道２１２号線沿いにある「耶馬溪公民館・図書
館」の看板を目印に来てください。自動ドアを
開けてすぐ目の前の階段下に図書館が見えます。
ご来館お待ちしております。
2018年8月～9月まで
曜日
第１
木曜
日
第３
木曜
日

月／日

８/ ２
８/１６
９/ ６
９/２０
８/ ９

第２
木曜
日
第４
木曜
日

８/２３
９/１３
９/２７

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
伊福
１６：１５～１６：２５

曜日
第１
金曜
日
第３
金曜
日

月／日

駐車地

８/ ３
８/１７
９/ ７

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

９/２１
８/１０

第２
金曜
日
第４
金曜
日

８/２４
９/１４
９/２８

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

