耶馬溪図書館（耶馬溪公民館 １階）

『和食のえほん』

耶馬溪大字柿坂５２０番地 ☎５４－３１１１（内線３４０）

『泣けるいきもの図鑑』

児童書

江原 絢子／PHP研究所

児童書

今泉 忠明／学研プラス

世界から高い評価を受けている和食。「一汁

泣ける！元気が出る！野生で大変な暮らしを

一菜」や「さしすせそ」といった和食の基本から、

しているいきものや、進化によってどんでもない

調理法や食材、また和食ならではのおもてなし

体になってしまったいきもの、絶滅したいきもの

まで、和食の素晴らしさを、わかりやすく紹介

の最後の１匹など、７７種のいきものに関する

しています。

エピソードを紹介。感動の実話も掲載しています。

『老いた親のきもちがわかる本』

『ありがとう すみません お元気で』

一般書

一般書

佐藤 眞一／朝日新聞社

知っているようで知らない、もしかしたら誤解

河野 太通／あさ出版

著者は大分県生まれで、中津市の松巖寺で出家

しているかもしれない、年老いた親のきもちや

され、様々な役職に就任。元全日本仏教会会長、

行動を、マンガとやさしい文章で解説します。

第33代臨済宗妙心寺派管長、姫路 龍門寺住職の

困っている時にすぐに実践できるアドバイス
や、心の持ちようのヒントも掲載しています。

方です。
難解な禅の言葉を、柔らかな語り口でわかりやす
く解説しています。

書名・著者名・分類番号【一般】
一瞬で人生が変わるすっごい呪文／メンタリストDaiGo／140.4タ

書名・著者名・分類番号【児童】
13歳からの「学問のすすめ」／福澤 諭吉／K002フ

「ねたままストレッチ」で腰痛は治る！／山口 正貴／493.6ヤ しらべよう！りかいしよう！点字の世界１～３／桜雲会／K378シ

大丈夫！何とかなります過活動膀胱／横山 修／494.9タ すがたをかえる食べもの１～７／香西 みどり／K619ス

老けない人はこれを食べている／牧田 善二／498.5マ おかしな？ハロウィン／ザ・キャビンカンパニー／KE
クレンジングをやめたら肌がきれいになった／北島 寿／576.7キ パノフじいちゃんのすてきな日クリスマス／トルストイ／KE

銀河鉄道の父／門井 慶喜／913.6カ
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＊■は、休館日です。
※開館時間・・・午前１０：００～午後６：００

ぼく、ママとけっこんする！／のぶみ／KE

耶馬溪文化フェスティバルで、ボランティアの
方が、絵本の読み聞かせをおこないます。
11月3日（金）の１1時から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】
保育・子育て絵本の住所録／舟橋 斉／R028.0ホ 踊る星座／青山 七恵／913.6ア
脳にこじつけていつでも引き出す記憶術／並木 秀陸／141.3ナ わろてんか／吉田 智子／913.6ア
怒りを鎮めるうまく謝る／川合 伸幸／141.6カ ポーラスター［２］／海堂 尊／913.6カ
西郷隆盛十の「訓え」／西郷 隆文／289.1サ 署長・田中健一の幸運／川崎 草志／913.6カ
美しいものを見に行くツアーひとり参加／益田 ミリ／290.9マ 星ちりばめたる旗／小手鞠 るい／913.6コ
マンガ日本の珍しい職業大百科／給料BANK／366.2マ 紫式部の娘。賢子はとまらない！／篠 綾子／913.6シ

酒のやめ方講座／中本 新一／368.8ナ
青い花／瀬戸内 寂聴／913.6セ
よくわかるギャンブル障害／蒲生 裕司／493.7カ ７人の名探偵／綾辻 行人／913.6ナ
かみやすい、飲み込みやすい健康ごはん／山田 晴子／498.5カ 千夜と一夜の物語／仁木 英之／913.6ニ
雨漏りトラブル完全解決／日経ホームビルダー／525.5ア 主婦悦子さんの予期せぬ日々／久田 恵／913.6ヒ
本当に似合う服に出会える魔法のルール／二神 弓子／589.2フ

忌物堂鬼談／三津田 信三／913.6ミ

茶の事典／大森 正司／R619.8チ
久米宏です。／久米 宏／699.3ク
戌年のゆる文字年賀状／宇田川 一美／728ウ
ひふみんの将棋入門／加藤 一二三／796カ
大声のすすめ。／乙津 理風／809.4オ
60歳からの外国語修行／青山 南／860.4ア

３４歳無職父さんの東大受験日記／両角 長彦／913.6モ

吹上奇譚 第１話／吉本 ばなな／913.6ヨ
蘇える鬼平犯科帳／池波 正太郎／913.6ヨ
絵本作家の百聞百見／川端 誠／914.6カ
感傷的な午後の珈琲／小池 真理子／914.6コ
紀尾井坂版元殺人事件／風野 真知雄／B913.6カ

2017年11月～12月まで
曜日
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木曜
日

第２
木曜
日
第４
木曜
日

月／日

１１/ ２
１１/１６
１２/２１

１１/ ９

１２/１４
１２/２８

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

曜日
第１
金曜
日
第３
金曜
日

月／日

１１/１７
１２/ １
１２/１５
１１/１０

第２
金曜
日
第４
金曜
日

１１/２４

１２/２２

駐車地
戸原分譲住宅
三尾母公民館付近
三慧保育園
山移小学校
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
１３：００～１３：３０
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

