耶馬溪図書館（耶馬溪公民館 １階）

『けんかはやめなさ～い』

耶馬溪大字柿坂５２０番地 ☎５４－３１１１（内線３４０）

絵本

『まちのくるま』

わたなべ あや／ひかりのくに

絵本

コヨセ ジュンジ／ＷＡＶＥ出版

れんこんちゃんたち、、ドーナツがほしくて、
ぷんぷんぷん！ けんかはやめなさ～い。
ふたりでなかよく分けたら、にこにこにっこ
り、なかなおり！
「かして」「はんぶんこ」など、友達と仲良く
遊べることばを伝える絵本です。

荷物を運んだり、掃除をしたり、火を消した
り、病気の人を助けたり・・・。町の中で活躍
する車のしくみや働きを徹底解剖。
車好きの子どもたちのバイブルになる絵本
です。探し絵が楽しめるワイドページがあり
ます。

『だいじょうぶだよ、モリス』

『ちょっと心配なカラダの
数値のことがすぐにわかる本』

一般書

カール＝ヨハン・エリーン／飛鳥新書

引っ越しをし、新しい保育園に行くこと
になったモリス。新しい環境への不安、さみ
しい気持ちにモリスは・・・。
1週間の物語に、子どもも大人も困りがち
な場面を網羅し、それを解決する言葉がけ
を具体例を挙げて解説します。

書名・著者名・分類番号【一般】
倒れない計画術／メンタリストDaiGo／159タ
心と体に効く温泉／佐々木 政一／291.0サ
政権奪取論／橋下 徹／312.1ハ
自分で治す！老眼・近眼／日比野 佐和子／496.4ヒ
イナカをツクル／嵩 和雄／著／611.9ｶ
大相撲の不思議／内館 牧子／著／788.1ｳ
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＊■は、休館日です。
※開館時間・・・午前１０：００～午後６：００

一般書

和田 高士／学研プラス

健康診断で明らかになる体の数値を正しく
知って、健康を守りましょう。
血液や尿の検査でわかること、機械を使っ
た検査や画像診断でわかることを解説。
人間ドックの上手な活用法なども紹介します。

書名・著者名・分類番号【児童】
誕生日うらないスペシャル／マーク・矢崎治信／K148タ

月の満ちかけをながめよう／森 雅之／K446ツ
女子力アップおかたづけレッスン帳／魚林 佐起子／Ｋ597シ

響-HIBIKI- ／柳本 光晴／Ｋ913ト
じめんのしたにはなにがある／中川 ひろたか／ＫＥ
どんぐりむらのいちねんかん／なかや みわ／KE

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、絵本の読み聞かせや
手遊びなどおこないます。
11月の予定は１１月 ２日（金）の１０時からです。
※時間別に「子ども」「大人」のお話し会があります。
12月の予定は１２月２１（金）の１０時からです。
大人も子どもも一緒に楽しめるお話し会です。

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】
時事漫才／爆笑問題／049ハ

書名・著者名・分類番号【小説・エッセイ】
松本-鹿児島殺人連鎖／梓 林太郎／913.6ア

できるExcel & PowerPoint 2016／小舘 由典／007.6テ インド倶楽部の謎／有栖川 有栖／913.6ア
大富豪が実践しているお金の哲学／冨田 和成／159ト 一緒にお墓に入ろう／江上 剛／913.6エ

「墓じまい」の結末／森下 瑞堂／186.4モ

死神刑事（デカ）／大倉 崇裕／913.6オ

ホモ・デウス 上・下／ユヴァル・ノア・ハラリ／204ハ 漂砂の塔／大沢 在昌／913.6オ
いまいちばん美しい日本の絶景／MdN編集部／291.0イ アリバイ崩し承ります／大山 誠一郎／913.6オ

外国人記者が見た平成日本／ヤン・デンマン／302.1テ 定本吉良の言い分 上・下／岳 真也／913.6カ

ちょこっとずぼら老後は楽しい！／保坂 隆／367.7ホ 龍華記／澤田 瞳子／913.6サ
気になる症状からナビする病気の事典／藤原 大美／492フ

日本酒ソムリエ／潮風 波音／913.6シ

検査結果なんでも早わかり事典／小橋 隆一郎／492.1コ

鬼嵐／仙川 環／913.6セ

姿勢の教科書 上肢・下肢編／竹井 仁／492.5タ 明治銀座異変／滝沢 志郎／913.6タ
bonponのプチプラ着こなし便利帖／bonpon／589.2ホ 特捜投資家／永瀬 隼介／913.6ナ

見てわかる和洋中の味つけ／川上 文代／596カ 悪童(ワルガキ)／山田 洋次／913.6ヤ
稼げる!新農業ビジネスの始め方／山下 弘幸／611.7ヤ 灰色のパラダイス／赤川 次郎／著／Ｂ913.6シ
はじめてでも失敗しない野菜づくりの基本100／新井 敏夫／626.9ハ

書店ガール 7／碧野 圭／著／Ｂ913.6シ

黒板アート甲子園作品集／日学株式会社／720.8コ 働く女性に贈る27通の手紙／小手鞠 るい／著／914.6ｺ

亥年のゆる文字年賀状／宇田川 一美／728ウ

吉本ばななが友だちの悩みについてこたえる/吉本 ばなな／著／914.6ﾖ

井山裕太の碁 強くなる考え方／内藤 由起子／795ナ 親の介護、10年め日記。／堀田 あきお／916ホ

文豪たちのラブレター／別冊宝島編集部／910.2フ 女のホンネ男のホンネ／田辺 聖子／917タ
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１１/２２
１２/１３
１２/２７

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

月／日

駐車地

第１
金曜
日

１１/ ２
１１/１６

第３
金曜
日

１２/２１

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

曜日

第２
金曜
日
第４
金曜
日

１１/ ９

１２/１４
１２/２８

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

