
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）

日 月 火 水 木 金 土 順位 予約数

3/29 30 31 4/1 2 3 4 1 21

5 6 7 8 9 10 11 2 15

12 13 14 15 16 17 18 3 15

19 20 21 22 23 24 25 4 13

26 27 28 29 30 5/1 2 5 13

＊■は、休館日です。 6 11

※開館時間・・・午前１０：００～午後６：００ 7 11

書名・著者名・分類番号　【一般】 書名・著者名・分類番号　【児童】

美肌、太らない、老けないは食べ方が9割／赤石　定典／498.5ア

新・食物アレルギーガイドブック／海老澤　元宏／376.1シ

70代からの「女の輝き」「男の品格」／坂東　眞理子／159ハ

足のうらずかん　1／村田　浩一／K481ア

しくじりから学ぶ13歳からのスマホルール／島袋　コウ／694.6シ

こども「学問のすすめ」／齋藤　孝／K002サ

つよい歯をつくろう／北川　チハル／KEバズレシピ　もっと!太らないおかず編／リュウジ／596リ

教科書にでてくる生きものをくらべよう　1～４／今泉　忠明／K480キ

楽しく遊ぶ学ぶまだある!ふしぎの図鑑／白數　哲久／R403タ

くらべてびっくり!やばい進化のいきもの図鑑／今泉　忠明／K467イ

飲んでる薬、多すぎませんか?／秋下　雅弘／493.1ア

希望の糸

川越　宗一

東野　圭吾

ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー　

膠着

ライオンのおやつ

58歳から日々を大切に小さく暮らす　

ブレイディみかこ

今野　敏

小川　糸

ショコラ

書名 著者

（3月19日現在）

熱源

清明～隠蔽捜査８ 今野　敏

『あなたのスマホがとにかく危ない』
一般書 佐々木 成三／祥伝社

紛失、SNS誘拐、ストーカー、架空請求、

デジタルタトゥー ・・・。スマホにまつわる

事件やトラブルを、ストーリー形式で紹介。

警察でのデジタル捜査の経験を踏まえて、

スマホ社会で生きるうえで必要な防衛知識

を伝えます。

『勉強する意味がわかる！
こども学問のすすめ』
児童書 齋藤 孝／筑摩書房

なぜ勉強するのか？ みんなが社会の

中で生きていくには、どんな気持ちでいたら

いいか？ どうやったら人と仲良くなれるの

か？

福澤諭吉の名著「学問のすすめ」のエッセ

ンスを小学校低学年でもわかるように解説

します。

『おにぎりをつくる』 絵本

高山 なおみ／ブロンズ新社

はらぺこのおなかには、おにぎりは「いの

ち玉」。

子どもたちが自分ひとりでも塩おにぎりを

作れるよう、お米の研ぎ方から、炊飯器を

使ったごはんの炊き方、にぎり方までを紹介

した写真絵本です。

『そろそろ親とお金の話を
してください』
一般書 安田 まゆみ／ポプラ社

親が認知症になって資産が凍結されて

からでは、時すでに遅し！

24年にわたり、お金にまつわる相談を

受けてきたマネーセラピストが、お金の話を

引き出すための親へのアプローチ法から、

相続トラブルの防ぎ方までを伝授します。



曜日 曜日

１１：２５～１１：４５

上ノ川内 １１：０５～１１：１５ 山移公民館

2020年　４月～５月まで
予定時間

１０：００～１０：３０

津民保育所 １０：２０～１０：４０ 三尾母公民館付近 １０：４０～１１：２０

１３：１５～１３：４５

三慧保育園

月／日 駐車地

城井小学校 １５：００～１６：２０

月／日 駐車地 予定時間

小柿山（光円寺） １５：３５～１５：５５

下郷小学校

第１
木曜
日

第３
木曜
日

永岩消防車庫前   ９：５５～１０：１０
第１
金曜
日

第３
金曜
日

戸原分譲住宅

耶馬溪運輸車庫前 １１：２５～１１：４０ 山移診療所前

栃木自治公民館前 １１：４５～１１：５０ もみじの湯

津民診療所前 １０：４５～１０：５５

１１：３５～１１：４５ 家籠 １４：３０～１４：５５

津民小学校 １３：００～１３：３０ 鹿鳴館駐車場 １５：０５～１５：５０

戸原市営住宅前 １３：４０～１４：００

第２
金曜
日

第４
金曜
日

ドライブレストアイビー前 　９：５０～１０：００

もみじ園

１６：１０～１６：２０

樋山路バス停

折戸温泉前

１４：００～１４：２５

１４：３５～１４：５５

１１：２５～１１：３０ 鹿鳴館駐車場 １３：４０～１４：１０

百谷生活改善センター １０：４０～１０：５０

１４：１５～１４：３０ 鎌野集落交差点 １０：１５～１０：３０

第２
木曜
日

第４
木曜
日

下郷保育所   ９：５０～１０：２０ 上百谷公民館 １０：５５～１１：００

やすらぎ荘 １０：２５～１０：５０ 藤木自治公民館 １１：１０～１１：３０
黒法師営農指導研究所

寺小野 １５：０５～１５：１５

１１：００～１１：１５ 耶馬溪中学校 １２：４０～１３：１０

両畑バス停前

１３：００～１３：３０

伊福 １６：１５～１６：２５

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

宮園住宅付近 １３：４０～１３：５０

雲神社付近 １３：５５～１４：２０

4月23日（木）から5月12日（火）まで、「こどもの読書
週間」があります。
今年の標語は『出会えたね。とびっきりの１冊に。』
です。
読書ばなれが叫ばれている中、少しでも時間を
見つけて本を読んでいただき、楽しんでいただけ
ればと思います。
耶馬溪図書館では、こどもの読書週間に合わせて、
以下のイベントをする予定です。ぜひご来場下さい。

★本の展示★

耶馬溪図書館以外の市内の図書館から、しかけ絵本や

大型絵本を中心に、いろいろな本を取りそろえます。

普段はあまり見ない絵本が見つかるかもしれませんね。

しかけ絵本は破れやすいので、やさしくあつかって見て下さい。

★しおり、かいけつゾロリのはがきなどのプレゼント★

数に限りがありますので、無くなり次第終了いたします。

★雑誌・本の無料配布★

除籍をした本や雑誌を無料配布します。

４/１６

４/ ９

４/２３

４/ ３

４/１０

５/ ７

５/２１

５/１４

５/２８

４/１７

５/ １

５/１５

４/２４

５/ ８

５/２２



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）

日 月 火 水 木 金 土 順位 順位

4/26 27 28 29 30 5/1 2 1 6

3 4 5 6 7 8 9 2 7

10 11 12 13 14 15 16 3 8

17 18 19 20 21 22 23 4 9

24 25 26 27 28 29 30 5

31 6/1 2 3 4 5 6

＊■は、休館日です。 ※開館時間・・・午前１０：００～午後６：００

熱源／川越　宗一 むかしむかしあるところに死体が

ありました／青柳　碧人
10

書名／著者名

流浪の月／凪良　ゆう

ライオンのおやつ／小川　糸

線は、僕を描く／砥上　裕將

ノースライト／横山　秀夫

書名／著者名

medium　霊媒探偵城塚翡翠／相沢　沙呼

夏物語／川上　未映子

ムゲンのi（上・下）／知念　実希人

店長がバカすぎて／早見　和馬

書名・著者名・分類番号　【一般】 書名・著者名・分類番号　【児童】

半農半林で暮らしを立てる／市井　晴也／611.9イ

101人の、泣いて、笑って、たった一言物語。／志賀内　泰弘／914.6ヒ

マンガで「めんどくさい」がなくなる本／鶴田　豊和／159ツ

大人になってこまらないマンガで身につく税金のちしき／泉　美智子／K345オ

男女の会話答え合わせ辞典／男女のすれ違い検証委員会／143.1タ

モノのねだん事典／大澤　裕司／K337オ

マンガでわかる!中学生からの最強の勉強法／坂本　七郎／K375サ90歳セツの新聞ちぎり絵／木村　セツ／726.9キ

夜のいきもの図鑑／今泉　忠明／K480ヨ

小学校では学べない家族と友だち／齋藤　孝／K361サ

しらべてまとめるまちとくらしのうつりかわり１～２／澤井　陽介／K210シ

仕事の基本見るだけノート／平野　敦士カール／336.4シ

『コスパの神様』
一般書 篠原 充彦／ポプラ社

マイホーム購入VS賃貸、在宅介護VS老人

ホーム・・・お得なのはどっち？ どちらの方

が活きたお金の使い方になるかを徹底的に

追及。

お金に振り回されない行動が身につくよう、

判断した根拠を数字やマインドとともに解説

します。

『あさのおしたくこれだれの？』
紙芝居 得田 之久／童心社

このズボン、だーれの？ ながい歯ブラシ

はだれのかな？ あさのおしたくをして、

さあ、おでかけしましょう。 みんながむかっ

たさきは・・・？

あさのおしたくをきちんとすると、一日元気

にすごせるよ！

一日のはじまりの紙芝居。

『あったらいいな、こんな車いす』
児童書 斎藤 多加子／汐文社

歩くのが大変な人や、からだが動かない人

を助ける道具、「車いす」のことをもっと知ろ

う！

車いすの種類やしくみ、車いすができる

まで、進化する車いすなどを紹介します。

車いすに関する質問コーナーも掲載して

います。

『親の介護がツラクなる前に
知っておきたいこと』
一般書 島影 真奈美／WAVE出版

片づけてほしいと言っても聞いてくれない、

いつも家族に八つ当たり、万が一への備え

は・・・。

親の老いや介護のある日常に疲れを感じ

た人に向けて、老いた親とぶつかりやすい

シチュエーションの切り抜け方を、具体的に

紹介します。



曜日 曜日

第２
木曜
日

第４
木曜
日

下郷保育所   ９：５０～１０：２０

伊福 １６：１５～１６：２５

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

宮園住宅付近 １３：４０～１３：５０
雲神社付近 １３：５５～１４：２０

１０：２５～１０：５０ 藤木自治公民館 １１：１０～１１：３０
黒法師営農指導研究所

寺小野 １５：０５～１５：１５

１１：００～１１：１５ 耶馬溪中学校 １２：４０～１３：１０
両畑バス停前

下郷小学校 １３：００～１３：３０

１３：１５～１３：４５

１４：１５～１４：３０ 鎌野集落交差点 １０：１５～１０：３０

１１：３５～１１：４５ 家籠 １４：３０～１４：５５

１４：００～１４：２５
１４：３５～１４：５５

１１：２５～１１：３０ 鹿鳴館駐車場 １３：４０～１４：１０

百谷生活改善センター １０：４０～１０：５０
上百谷公民館 １０：５５～１１：００

津民小学校 １３：００～１３：３０ 鹿鳴館駐車場 １５：０５～１５：５０
戸原市営住宅前 １３：４０～１４：００

第２
金曜
日

第４
金曜
日

ドライブレストアイビー前 　９：５０～１０：００
もみじ園

１６：１０～１６：２０

樋山路バス停

折戸温泉前
小柿山（光円寺） １５：３５～１５：５５

やすらぎ荘

第１
木曜
日

第３
木曜
日

永岩消防車庫前   ９：５５～１０：１０ 第１
金曜
日

第３
金曜
日

戸原分譲住宅

耶馬溪運輸車庫前 １１：２５～１１：４０ 山移診療所前
栃木自治公民館前 １１：４５～１１：５０ もみじの湯

津民診療所前 １０：４５～１０：５５ 三慧保育園

城井小学校 １５：００～１６：２０

２０２０年5月～6月まで

１１：２５～１１：４５
上ノ川内 １１：０５～１１：１５

月／日 駐車地 予定時間 月／日 駐車地 予定時間
１０：００～１０：３０

津民保育所 １０：２０～１０：４０ 三尾母公民館付近 １０：４０～１１：２０

山移公民館

5/ 7

5/14

5/28

5/ 1

5/ 8

5/22

5/21

6/ 4

6/18

6/11

6/25

5/15

6/ 5

6/19

6/12

6/26

返却ポストの位置が分かりづらいという声が

ありましたので、正面玄関入口に変更しました。

公民館、図書館が入っている耶馬溪サニー

ホールの正面玄関を入ってすぐ左手にあります。

カッパの飾りが「返却ポスト」の表示を持って

いるのが目印です。

何か分からないことなどがありましたら、図書館

職員に遠慮なくお尋ねください。

図書館資料の返却について「借りた資料は借りた図書館でしか返却できない

の？」という質問があった、ということでお答えします。

●中津市の図書館の全ての資料は、市内のどの図書館でも返却ができます。

移動図書館での返却も可能です。

例：耶馬溪図書館の館内で借りた資料を、移動図書館で返却する。

例：耶馬溪図書館で借りた資料を、山国図書館で返却する・・・・など。

●開館時間外、休館日の場合は、返却ポストをご利用下さい。

※CD・DVD等の視聴覚資料は返却ポストにいれると破損の恐れがあります

ので、必ず図書館カウンターにご返却をお願いいたします。



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）

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 　　　
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 7/1 2 3 4

＊■は、休館日

※開館時間・・・１０：００～１６：３０（当分の間）

書名・著者名・分類番号　【一般】 書名・著者名・分類番号　【児童】

怖い患者／久坂部　羊／913.7ク

文豪と借金／「文豪と借金」編集／918.6フ

きずな図鑑／中村　庸夫／481.8ナ

ホントに食べる？世界をすくう虫のすべ／内山　昭一／K383ホ

家族が変わるとき／森　薫／146.8モ

お札になった！偉人のひみつ！／K２８０オ

えんそくのおばけずかん／斎藤　洋／K913サ東京オリンピックの幻想／西村　京太郎／913.6二

生きるお手伝い／森田　秀平／KE

おかしっこ学校はじめ組はじめてのぷるぷるプール／北川　チハル／K913キ

見つけてのばそう！自分の「強み」／足立　啓美／K159ア

最強「塩なし」料理理論／松嶋　啓介／596.1マ

『１０３歳のスーパーおばあちゃん
箱石シツイさん健康長寿のヒケツ』
一般書 髙橋 洋樹／自由国民社

１０３歳、現役理容師。今日も元気に走りま

す。栃木のスーパーおばあちゃん箱石シツイ

さんの健康ノウハウを専属トレーナーが紹介

します。

『どっちがオス？どっちがメス？』
児童書 今泉 忠明／学研プラス

ライオンは、たてがみがあるのがオスで、

ないのがメス。では、ゾウのオスとメスのちが

いは？ メダカ、カニ、トンボはどうでしょう？

いろいろな生き物のオスとメスの特徴、

行動やくらしのちがいなどを、イラストでわか

りやすく教えます。

『地震がおきたら』
児童書 谷 敏行／BL出版社

小学生の兄妹が、小さい頃に大地震を経験

したお母さんの話を聞きながら、地震がおき

た時にどうしたらいいかを学ぶ、読み聞かせ

用の大型絵本。 自分の身を守ることの大切

さを強くわかりやすく、今の子どもたちに伝え

ます。

『毎日！１曲！脳が元気に
なる！歌って手拍子』
一般書 長野 祐亮／リットミュージック

童謡を歌いながら手拍子をすることで、

認知症予防が期待できます。「赤とんぼ」

「村祭」「雪」など15曲の童謡を、３つの

パターンで掲載。動画が見られるDVD付。

図書館からの重要なお知らせ

６月１日（月）より、開館時間短縮など、
制限付きで開館いたします。
感染対策防止の為、図書館に来る時は
マスク着用、手指消毒などをしていただき
ますよう、ご理解、ご協力をお願いします。



曜日 曜日

第１
木曜
日

第３
木曜
日

第１
金曜
日

第３
金曜
日

第２
金曜
日

第４
金曜
日

第２
木曜
日

第４
木曜
日

２０２０年6月～7月まで

月／日 駐車地 予定時間 月／日 駐車地 予定時間

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

雲神社付近 １３：５５～１４：２０ 折戸温泉前 １６：１０～１６：２０
一ツ戸バス停付近 １４：４０～１４：５５

下郷小学校 １３：００～１３：３０ 寺小野 １５：０５～１５：１５
宮園住宅付近 １３：４０～１３：５０ 小柿山（光円寺） １５：３５～１５：５５

１１：２５～１１：３０ 鹿鳴館駐車場 １３：４０～１４：１０
樋山路バス停 １１：３５～１１：４５ 家籠 １４：３０～１４：５５

やすらぎ荘 １０：２５～１０：５０ 藤木自治公民館 １１：１０～１１：３０
黒法師営農指導研究所 １１：００～１１：１５ 耶馬溪中学校 １２：４０～１３：１０

両畑バス停前

１５：００～１６：２０ 百谷生活改善センター １０：４０～１０：５０
下郷保育所   ９：５０～１０：２０ 上百谷公民館 １０：５５～１１：００

戸原市営住宅前 １３：４０～１４：００ ドライブレストアイビー前 　９：５０～１０：００
もみじ園 １４：１５～１４：３０ 鎌野集落交差点 １０：１５～１０：３０

城井小学校

栃木自治公民館前 １１：４５～１１：５０ もみじの湯 １４：３５～１４：５５
津民小学校 １３：００～１３：３０ 鹿鳴館駐車場 １５：０５～１５：５０

上ノ川内 １１：０５～１１：１５ 山移公民館 １３：１５～１３：４５
耶馬溪運輸車庫前 １１：２５～１１：４０ 山移診療所前 １４：００～１４：２５

津民保育所 １０：２０～１０：４０ 三尾母公民館付近 １０：４０～１１：２０
津民診療所前 １０：４５～１０：５５ 三慧保育園 １１：２５～１１：４５

永岩消防車庫前   ９：５５～１０：１０ 戸原分譲住宅 １０：００～１０：３０

僕の姉ちゃん的生活／益田　ミリ／726.1マ 旅のつばくろ／沢木　耕太郎／915.6サ

華やかなくす玉おりがみ／布施　知子／754.9フ 工学部ヒラノ教授の徘徊老人日記／今野　浩／916コ

毎日おいしい！鶏むね肉レシピ／牛尾　理恵／596.3ウ

日々の一滴／藤原　新也／914.6フ梅干し　漬け物　保存食／脇　雅世／596.3ワ

切る枝・残す技がわかる！庭木の剪定／宮内　泰之／627.7キ 猫を棄てる／村上　春樹／914.6ム

サイフの穴をふさぐには？／オロゴン／591オ

時代へ、世界へ、理想へ、／高村　薫／914.6タ食材保存大全／沼津　りえ／596ヌ

また、本音を申せば／小林　信彦／914.6コ

やめる美容／友利　新／498.5ト

愚か者の城／矢野　隆／913.6ヤ

直しながら住む家／小川　奈緒／527オ

脱！SNSのトラブル／佐藤　佳弘／５４７.４サ

はじめてのメルカリの使い方／桑名　由美／673.3ク だって買っちゃった／吉田　戦車／914.6ヨ

旅ごはん／小川　糸／914.6オ

感染症／井上　栄／493.8イ

江戸の夢びらき／松井　今朝子／913.6マ

幻のオリンピアン／酒本　歩／913.6サ親が認知症と思ったらできるできない相続／奥田　周年／324.7オ

三兄弟の僕らは／小路　幸也／913.6シ

世界から格差がなくならない本当の理由／池上　彰／361.8イ 法の雨／下村　敦史／913.6シ

すっきり暮らす新しい家事のワザ／おさよさん／590ス

おおきな森／古川　日出男／913.6フ

〈あの絵〉のまえで／原田　マハ／913.6ハ

逃亡者／中村　文則／913.6ナ

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】

神さまが教えてくれた縁結びのはなし／桜井　識子／147サ 記憶は罪ではない／大城　貞俊／913.6オ

めざせ、命日が定年／弘兼　憲史／159ヒ 私たちの望むものは／小手鞠　るい／913.6コ

カラスは飼えるか／松原　始／488.9マ

地に這うものの記録／田中　慎弥／913.6タ人と食事するのが怖い！／朝来　おかゆ／493.7ア

運命の人を見つけた、ら／岡本　貴也／913.6オ超客観力／メンタリストDaiGo／159タ

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🎵

6/ 4

6/18

7/ 2

7/16

6/ 5

6/19

7/17

7/ 3

6/12

6/26

7/10

6/11

6/25

7/ 9



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）

日 月 火 水 木 金 土 順位 予約数

6/28 29 30 7/1 2 3 4 1 52

5 6 7 8 9 10 11 2 43

12 13 14 15 16 17 18 3 24

19 20 21 22 23 24 25 4 19

26 27 28 29 30 31 8/1 5 18

＊■は、休館日です。 5 18

※開館時間・・１０：００～１６：３０（当分の間。変更あり） 7 17

書名・著者名・分類番号　【一般】 書名・著者名・分類番号　【児童】

LINEで困ったときの解決&便利技／リンクアップ／547.4ラ

「一生サビない脳」をつくる生活習慣35／齋藤　孝／498.3サ

ざんねんないきもの事典　さらに／今泉　忠明／K480サ

超リアル戦国武士と忍者の戦い図鑑／小和田　哲男／210.4チ ニッポンじゃアリエナイ世界の国／斗鬼　正一／Ｋ382ニ

失業保険150%トコトン活用術　[2020]第9版／日向　咲嗣／364.7ヒ

花を楽しむ野菜図鑑／岩槻　秀明／K626イ

摂食障害オバケの“ササヤキ”／雨こんこん／K493ア

流浪の月 凪良　ゆう

体にうれしい果実酒・野菜酒・薬用酒200／福光　佳奈子／596.7フ

今野　敏

（6月24日現在）

知れば知るほどお相撲ことば／『おすもうさん』編集部／K778シ

プラスチック星にはなりたくない!／ニール・レイトン／KE大きな文字で歌いやすいなつかしい歌260曲／西東社編集部／767.0オ

書名 著者

クスノキの番人 東野　圭吾

ライオンのおやつ 小川　糸

ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー ブレイディみかこ

カケラ 湊　かなえ

任侠シネマ

きたきた捕物帖 宮部　みゆき

『みんなある！ 相談しづらい
受診しづらい体のお悩み！』
一般書 奈良 信雄／辰巳出版

水虫、オナラ、腋臭（わきが）、巻き爪、

肥満、口唇ヘルペス、淋病、いびき、顎関節

症・・・。

微妙に相談しづらい、受診しづらい代表的

な不調４２を取り上げ、病気を分析。病院に

行くべきタイミングを示します。

『ムカムカドッカーン!』 絵本

ミレイユ・ダランセ／パイインターナショナル

超不機嫌な男の子、ロベールが部屋に

とじこもっていると、大きな怒りの「かたまり」

があらわれて大暴れ！ すると、ロベール

は・・・。

お話を通じて怒りと上手に付き合う方法が

学べる、フランス生まれの絵本です。

『小学生の究極の自学ノート図鑑』
児童書 森川 正樹／小学館

「ホホジロザメってスゴイ！」「家族と旅行し

た北海道、楽しかった！」など、興味をもった

ことや自分の好きなことを調べてノートをまと

めるのが「自学」。

小学１～６年生が作ったステキな自学ノート

をカラーで紹介。他の人の自学ノートから作成

のコツを学んで、楽しく自学を始めよう！

『日本茶ソムリエ・和多田喜の
今日からお茶をおいしく楽しむ本』
一般書 和多田 喜／

かおり冷茶、氷冷茶、喫し茶・・・。煎茶の

多彩な淹れ方や、いろいろな茶葉をおいしく

淹れる秘訣を紹介するほか、茶葉の種類、

製造工程、よい茶葉を見分けるコツ、知って

おきたい水と道具のはなしなどを収録してい

ます。



曜日 曜日

第１
木曜
日

第３
木曜
日

永岩消防車庫前

２０２０年７月～８月まで

１１：２５～１１：４５
上ノ川内 １１：０５～１１：１５

月／日 駐車地 予定時間 月／日 駐車地 予定時間
１０：００～１０：３０

津民保育所 １０：２０～１０：４０ 三尾母公民館付近

戸原分譲住宅

耶馬溪運輸車庫前 １１：２５～１１：４０ 山移診療所前
１３：１５～１３：４５

もみじの湯

津民診療所前 １０：４５～１０：５５ 三慧保育園
１０：４０～１１：２０

山移公民館

下郷小学校 １３：００～１３：３０

  ９：５５～１０：１０ 第１
金曜
日

第３
金曜
日

城井小学校 １５：００～１６：２０

津民小学校 １３：００～１３：３０

１１：３５～１１：４５

栃木自治公民館前 １１：４５～１１：５０

戸原市営住宅前 １３：４０～１４：００

第２
金曜
日

第４
金曜
日

１１：２５～１１：３０
１１：００～１１：１５

ドライブレストアイビー前 　９：５０～１０：００
もみじ園

１６：１０～１６：２０

樋山路バス停

折戸温泉前
小柿山（光円寺） １５：３５～１５：５５

やすらぎ荘
黒法師営農指導研究所

寺小野 １５：０５～１５：１５

両畑バス停前
１２：４０～１３：１０

１４：１５～１４：３０ 鎌野集落交差点 １０：１５～１０：３０

１５：０５～１５：５０

家籠 １４：３０～１４：５５

１４：００～１４：２５
１４：３５～１４：５５

鹿鳴館駐車場 １３：４０～１４：１０

百谷生活改善センター １０：４０～１０：５０
上百谷公民館 １０：５５～１１：００

鹿鳴館駐車場

藤木自治公民館 １１：１０～１１：３０
耶馬溪中学校

第２
木曜
日

第４
木曜
日

下郷保育所   ９：５０～１０：２０

伊福 １６：１５～１６：２５

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

宮園住宅付近 １３：４０～１３：５０
雲神社付近 １３：５５～１４：２０

１０：２５～１０：５０

７/ ２

７/ ９

７/ ３

７/１０

７/１６

８/ ６

８/２０

８/１３

８/２７

７/１７

８/ ７

８/２１

８/１４

８/２８

アニメ
●東映まんがまつり
●もっとトムとジェリー ショー おうち大好き
●もっとトムとジェリー ショー 今日も大さわぎ
●もっとトムとジェリー ショー やっちゃった！
●ちびまる子ちゃん １、２
●ちびまる子ちゃん おとぎ編
●おしりたんてい ５

アニメ以外
★キングダム
★メン・イン・ブラック インターナショナル

日時：８月１２日（水）
時間：１３：００～１５：００のあいだの好きな時間にどうぞ♪
（作成時間：１５分くらい）
自分だけのオリジナルのしおりを作ってみませんか？
誰でも自由に参加できます。しおりを作りに遊びに来てね♪
しおりに使いたい素材があったら持ち込みOK(*^^*)
（押し花、シールなど、厚みのない素材でお願いします）
作ったしおりは持って帰って使ってね♥



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）

日 月 火 水 木 金 土
7/26 27 28 29 30 31 8/1

2 3 4 5 6 7 8 　　　

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31 9/1 2 3 4 5

＊■は、休館日
※開館時間・・１０：００～１7：0０（当分の間。変更あり）

書名・著者名・分類番号　【一般】 書名・著者名・分類番号　【児童】

遺品博物館／太田　忠司／913.6オ

鈴木家の嘘／野尻　克己／913.6ノ

感染を恐れない暮らし方／本間　真二郎／498.3ホ

かいけつゾロリのレッドダイヤをさがせ！！／原　ゆたか／Ｋ913ハ

二枚腰のすすめ／鷲田　精一／159ワ

虫のしわざ図鑑／新開　孝／Ｋ486シ

妖怪のど自慢／広瀬　克也／ＫＥヒポクラテスの試練／中山　七里／913.6ナ

魔進戦隊キラメイジャーひみつ百科／ＫＥ

うれしいぼんおどり／すとう　あきえ／ＫＥ

学校のふしぎなぜ！どうして？／沼田　晶弘／Ｋ376カ

サラリーマン川柳とびきり傑作選／やく　みつる／911.4サ

『女帝 小池百合子』
一般書 石井 妙子／文藝春秋

女性初の都知事であり、女性初の総理候補

とされる小池百合子。キャスターから政治の

道へ、男性社会にありながら「風」を巻き起こ

し、権力の頂点を目指す彼女の数奇な半生、

つきまとう疑惑を、綿密な取材で描き切ります。

『こどもたちはまっている』
児童書 荒井 良二／亜紀書房

いつもの風景、季節の移ろい、突然の雨、

特別な一日。繰り返す日々の中で、こども

たちはいつも何かを待っている。船が通るの

を、貨物列車を、雨上がりを、夜明けを・・・

荒井良治が長 新太にささげる絵本です。

『わにくんのだめだめきゅうり』
児童書 すみくら ともこ／みらいパブリッシング

ぶたくんがそだてているきゅうりが垣根を

こえて、わにくんの庭へ。おなかがすいていた

わにくんは、庭で大きくなったきゅうりをたべて

みたくなりましたが、これはぶたくんのもの？

わにくんは悩んで・・・。

親子でほっこり癒される絵本です。

『家族じまい』
一般書 桜木 紫乃／集英社

認知症の母と、年を重ねても横暴な父。

両親の老いに姉妹は戸惑い、それぞれ

夫との仲も揺れて・・・。

大人の諦観と慈愛に満ちた長編小説です。

図書館からのお知らせ

オリジナルのしおりをつくりませんか？

8月12日（水） 13：00～15：00
自分だけのしおりが15分程度で出来ます (*^^*)
材料等は図書館にご用意しております。材料の
持ち込みOK（厚みのない素材でお願いします）。
たくさんの方の参加をお待ちしております。



曜日 曜日

百谷生活改善センター

１０：００～１０：３０

第２
木曜
日

第４
木曜
日

金吉生活改善センター １５：４５～１５：５０
伊福 １６：１５～１６：２５

鹿鳴館駐車場 １３：４０～１４：１０
樋山路バス停 １１：３５～１１：４５ 家籠 １４：３０～１４：５５

第２
金曜
日

第４
金曜
日

やすらぎ荘 １０：２５～１０：５０ 藤木自治公民館 １１：１０～１１：３０

１１：２５～１１：３０

下郷小学校 １３：００～１３：３０ 寺小野 １５：０５～１５：１５

両畑バス停前

１５：００～１６：２０

鎌城 １５：１５～１５：２５

雲神社付近 １３：５５～１４：２０ 折戸温泉前 １６：１０～１６：２０
一ツ戸バス停付近 １４：４０～１４：５５

津民保育所 １０：２０～１０：４０ 三尾母公民館付近 １０：４０～１１：２０

宮園住宅付近 １３：４０～１３：５０ 小柿山（光円寺） １５：３５～１５：５５

栃木自治公民館前 １１：４５～１１：５０

黒法師営農指導研究所 １１：００～１１：１５ 耶馬溪中学校 １２：４０～１３：１０

もみじの湯 １４：３５～１４：５５

２０２０年8月～9月まで

月／日

下郷保育所   ９：５０～１０：２０ 上百谷公民館 １０：５５～１１：００

戸原市営住宅前 １３：４０～１４：００ ドライブレストアイビー前 　９：５０～１０：００
もみじ園 １４：１５～１４：３０ 鎌野集落交差点 １０：１５～１０：３０

１０：４０～１０：５０城井小学校

駐車地 予定時間 月／日 駐車地 予定時間
永岩消防車庫前   ９：５５～１０：１０ 戸原分譲住宅

黄色い夜／宮内　　悠介／913.6ミ

身のまわりのものでできる手作りマスク／寺西　恵理子／594テ

脱！SNSのトラブル／佐藤　佳弘／547.4サ

君に読ませたいミステリがあるんだ／東川　　篤哉／913.6ヒ

跳べ、暁／藤岡　陽子／913.6フ

まるごとわかる！認知症／羽生　春夫／493.7ハ

第１
木曜
日

第３
木曜
日

津民小学校 １３：００～１３：３０ 鹿鳴館駐車場 １５：０５～１５：５０

上ノ川内 １１：０５～１１：１５ 山移公民館 １３：１５～１３：４５
耶馬溪運輸車庫前 １１：２５～１１：４０ 山移診療所前 １４：００～１４：２５

第１
金曜
日

第３
金曜
日

津民診療所前 １０：４５～１０：５５ 三慧保育園 １１：２５～１１：４５

食王／楡　周平／913.6二

オールドタイムズ／本城　雅人／913.6ホ

あがない／倉数　茂／913.6ク

希望の峰マカル―西壁／笹本　稜平／913.6サ

犬の笑顔が見たいから／穴澤　賢／645.6ア

座右の世阿弥／斎藤　孝／773.2セ

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】

パン屋ではおにぎりを売れ／柿内　尚文／141.5カ

上皇・上皇后さまがお慈しみの植物図鑑／山下　晋司／288.4シ

チーム・オベリベリ／乃南　アサ／913.6ノコロナ危機を生き抜くための心のワクチン／大胡田　誠／320.4オ

卒婚／杉山　由美子／367.3ス

会いに行って／笙野　頼子／913.6シ

今につながる日本史／丸山　淳一／210.0マ

ヒカリ／花村　萬月／913.6ハ

おいしいコーヒーのいれ方／村上　由佳／913.ム

おべんとうの時間がきらいだった／阿部　直美／289.1ア

日本人よ、憚ることなく／亀井　静香／304カ

力尽き美容／田中　愛／595タ

来世の記憶／藤野　可織／913.6フ

夏のまよい子／泉　麻人／913.6イ

女だてら／諸田　玲子／913.6モ

老けない人はこれを食べている／牧田　善二／498.5マ

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🎵

8/ 6

8/20

9/ 3

9/17

8/ 7

8/21

9/18

9/ 4

8/14

9/11

9/25

8/13

8/27

9/10

9/24

8/28

第163回 芥川賞・直木賞 おめでとうございます。！！

芥川賞 高山 羽根子 「首里の馬」 遠野 遥 「破局」

直木賞 馳 星周 「少年と犬」



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）

日 月 火 水 木 金 土
8/30 31 9/1 2 ３ 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 10/1 2 3

＊■は、休館日です。
※開館時間・・１０：００～１７：００（当分の間）

書名・著者名・分類番号　【一般】 書名・著者名・分類番号　【児童】

不調が消える食べもの事典／杉山　卓也／498.5ス

カビの取扱説明書／浜田　信夫／465.8ハ

語り継ぐヒロシマ・ナガサキの心　上巻／京都「被爆2世・3世の会」／916カ コツがわかる!小学生の体育図鑑／体育指導のスタートライン／K780コ

ひとりでできる!はじめてのスマホ100の困った!解決ブック／694.6ヒ

世界と日本の名作 冒険の物語／瀧　靖之／K908セ

おしごと年鑑　2020／谷　和樹／K366オ

60分でわかるカミュの『ペスト』／大竹　稽／950.2カ

スーパー図解工作図鑑／かざま　りんぺい／K750カ

日本の歴史　１～20／K210ニ

自分をみがこう!一生役立つルールとマナー／大塚　けいこ／K385シ

最新研究でわかった日本人の長生き栄養学／白澤　卓二／498.5シ

『捨てられる食べものたち』
一般書 井出 留美／旬報社

食品ロスは誰にとっても身近な問題であり、

環境的にも経済的にも大きな影響を社会に

与えています。

食品ロスはなぜ生まれるのか、食品ロスを

減らすにはどうしたらいいかなどを、イラスト

とともに解説します。

『大人も知らない!?スポーツの
実は…』
児童書 白旗 和也／文響社

レスリング選手はヒゲNGだが、仙人レベル

のヒゲならOK。サッカー試合後のユニフォー

ム交換は予約制―。

スポーツに欠かせな「ルール」 「歴史」

「魅力と努力」 「オリンピック」の4つのテーマ

から、大人も知らない(！？）スポーツの

「実は・・・」を紹介します。

『命のうた』
児童書 竹内 早希子／童心社

「戦争孤児」という言葉を聞いたことがあり

ますか？ 戦争で親を失い、家族をなくした

子どもたちのことです。

第二次世界大戦で戦争孤児になった

子どもたちは、日本全国に１２万人以上いた

といわれています。助けてくれる人がいなく

て、路上や駅に暮らした孤児たちの声に耳を

すましてみましょう。

『山とけものと猟師の話』
一般書 高橋 秀樹／静岡新聞社

山や人里を荒らす迷惑な鹿や猪が激増

しています。

壊れゆく山の自然を肌に感じながら、何十

年もけもの道を歩いてきた静岡の老練猟師

たちを訪ね、山とけものの話を聞きます。

鹿肉のミートソースなど、ジビエレシピも

掲載しています。

今年は新型コロナウイルスの影響で「夏休み

一日図書館司書体験」が中止になりました。

その代わりに8月12日に夏休み自由工作として、

しおり作りのイベントを開催しました。

どんな風に作ろうか、悩みながらも楽しそうに

しおり作りをしている様子に、私たち職員も嬉しく

なりました(^_^) ご参加ありがとうございました。



曜日 曜日 月／日 駐車地 予定時間
２０２０年９月～１０月まで

予定時間
  ９：５５～１０：１０

１０：４５～１０：５５

１４：１５～１４：３０

津民小学校 １３：００～１３：３０

津民診療所前

駐車地月／日

第１
木曜
日

第３
木曜
日

永岩消防車庫前

１４：００～１４：２５
栃木自治公民館前 １１：４５～１１：５０ もみじの湯 １４：３５～１４：５５

三慧保育園 １１：２５～１１：４５
上ノ川内 １１：０５～１１：１５ 山移公民館 １３：１５～１３：４５

第１
金曜
日

第３
金曜
日

戸原分譲住宅 １０：００～１０：３０
津民保育所 １０：２０～１０：４０ 三尾母公民館付近 １０：４０～１１：２０

耶馬溪運輸車庫前 １１：２５～１１：４０ 山移診療所前

鎌野集落交差点 １０：１５～１０：３０
城井小学校 １５：００～１６：２０ 百谷生活改善センター １０：４０～１０：５０

鹿鳴館駐車場 １５：０５～１５：５０
戸原市営住宅前 １３：４０～１４：００

第２
金曜
日

第４
金曜
日

ドライブレストアイビー前 　９：５０～１０：００
もみじ園

１５：０５～１５：１５

１１：００～１１：１５ 耶馬溪中学校 １２：４０～１３：１０
両畑バス停前

１１：１０～１１：３０
黒法師営農指導研究所

宮園住宅付近
雲神社付近 １３：５５～１４：２０ 折戸温泉前 １６：１０～１６：２０

伊福 １６：１５～１６：２５

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

１３：００～１３：３０ 寺小野
１３：４０～１３：５０ 小柿山（光円寺） １５：３５～１５：５５

１１：２５～１１：３０ 鹿鳴館駐車場 １３：４０～１４：１０第２
木曜
日

第４
木曜
日

下郷保育所   ９：５０～１０：２０ 上百谷公民館 １０：５５～１１：００
やすらぎ荘 １０：２５～１０：５０ 藤木自治公民館

樋山路バス停 １１：３５～１１：４５ 家籠 １４：３０～１４：５５
下郷小学校

９/ ３

９/１０

９/ ４

９/１１

９/１７

１０/ １

１０/１５

１０/ ８

１０/２２

９/１８

１０/ ２

１０/１６

１０/ ９

１０/２３

【臨時休館期間】9月22日（火）～9月30日（水）

１２月に予定していた図書館総点検を、図書館システム
更新・機器入替と同時に行うことになりました。

そのため、９月２２（火）～９月３０日（水）を臨時休館期間
となりました。

期間中は中津市内図書館 本館および分館 すべてが
休館になります。

また、移動図書館車の運行も休止します。

利用者のみなさまには大変ご迷惑をおかけしますが、
ご理解とご協力をお願いいたします。

なお、図書館カレンダーで休館となっている１２月７（月）
～１２月１１（金）は開館いたします。

９／２１

（月）

９／２２

（火）
９／２３

（水）

９／２４

（木）
９／２５

（金）

９／２６

（土）

９／２７

（日）

９／２８

（月）
９／２９

（火）
９／３０

（水）
１０／１

（木）

開

館

開

館

定期

休館

日

定期

休館

日

臨時

休館

日
臨時休館日



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）

　

日 月 火 水 木 金 土
9/27 28 29 30 1 2 3 　　　

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

＊■は、休館日

書名・著者名・分類番号　【一般】 書名・著者名・分類番号　【児童】

断罪／石川　友健／913.6イ

臆病な都市／砂川　文次／913.6ス

文字の読めないパイロット／高梨　智樹／289.1タ

レストランのおばけずかん／斉藤　洋／Ｋ913サ

乗り越えた人の言葉／桑原　晃弥／159.8ク

呪い髪の女／五味　弘文／Ｋ913コ

ようかいむらのどっきりハロウィン／たかい　よしかず／ＫＥスキマワラシ／恩田　陸／913.6オ

ポケットモンスターガラル図鑑／ＫＥ

つるかめつるかめ／中脇　初枝／ＫＥ

いきもののやばいすみか図鑑／加藤　英明／Ｋ481イ

赤ずきん、旅の途中で死体と出会う／青柳　碧人／913.6ア

『昭和史の声』
一般書 早坂 隆／飛鳥新社

日本統治下の生活、日中戦争、ガタルカナ

ルの戦い、特攻隊、空襲と終戦、東京裁判、

抑留・・。

国内外で集めた、重要な昭和史の出来事に

関する体験談をまとめて、『正論』 『中央公

論』 『文藝春秋』ほか掲載を加筆し書籍化し

たものです。

『どうしてしんがたコロナウィルスになるの？』
絵本 松永 展明／金の星社

人間の体の中に忍び込んで仲間を増やし、

悪さをする新型コロナウィルス。

うつらないため、うつさないため、どんなこと

に気をつけたらいい？未知の感染症を理解し

予防策を身につけられる絵本です。

『みんなおなじつきをみている』
絵本 塚本 やすし／ニコモ

ぼくたちは地球にすんでいる。でもぼくは

世界のみんなを知らない。世界のみんなも

ぼくを知らない。だけど夜空にうかぶ月は、

地球のみんなに平等にかがやいて・・・。

人種差別をなくすことをテーマに描いた

絵本です。英語訳を併記しています。

『剣岳-線の記』
一般書 高橋 大輔／朝日新聞出版

岩場が険しく、前人未到と思われていた

剣岳。しかし明治40年、測量隊は山頂で、

平安時代の錫杖頭と鉄剣を発見する。

いつ、誰が置いたのか。登山道具のない

時代にどうやって登ったのか。探検家・高橋

大輔がその謎に挑んだ本です。

図書館からのお知らせ

≪ 大活字本 ≫

文字が大きくて読みやすい本
（大活字本）コーナーをカウンター
前に設けました。
たくさんの方のご利用をおまちし

ております。



曜日 曜日

第１
木曜
日

第３
木曜
日

津民小学校 １３：００～１３：３０ 鹿鳴館駐車場 １５：０５～１５：５０

上ノ川内 １１：０５～１１：１５ 山移公民館 １３：１５～１３：４５
耶馬溪運輸車庫前 １１：２５～１１：４０ 山移診療所前 １４：００～１４：２５

第１
金曜
日

第３
金曜
日

津民診療所前 １０：４５～１０：５５ 三慧保育園 １１：２５～１１：４５

永岩消防車庫前   ９：５５～１０：１０ 戸原分譲住宅 １０：００～１０：３０
津民保育所 １０：２０～１０：４０ 三尾母公民館付近 １０：４０～１１：２０

１０：１５～１０：３０

栃木自治公民館前 １１：４５～１１：５０

黒法師営農指導研究所 １１：００～１１：１５ 耶馬溪中学校
やすらぎ荘 １０：２５～１０：５０ 藤木自治公民館

城井小学校

２０２０年10月～11月まで

月／日 駐車地 予定時間 月／日 駐車地 予定時間

１１：２５～１１：３０

下郷小学校 １３：００～１３：３０ 寺小野 １５：０５～１５：１５

第２
金曜
日

第４
金曜
日

１６：１０～１６：２０

下郷保育所   ９：５０～１０：２０

戸原市営住宅前 １３：４０～１４：００

１５：００～１６：２０

　９：５０～１０：００
もみじ園 １４：１５～１４：３０ 鎌野集落交差点

折戸温泉前

１２：４０～１３：１０

もみじの湯 １４：３５～１４：５５

家籠 １４：３０～１４：５５

上百谷公民館 １０：５５～１１：００

ドライブレストアイビー前

１１：１０～１１：３０

百谷生活改善センター １０：４０～１０：５０

鹿鳴館駐車場 １３：４０～１４：１０

小柿山（光円寺） １５：３５～１５：５５

第２
木曜
日

第４
木曜
日

金吉生活改善センター １５：４５～１５：５０
伊福 １６：１５～１６：２５

樋山路バス停 １１：３５～１１：４５

鎌城 １５：１５～１５：２５

両畑バス停前

一ツ戸バス停付近 １４：４０～１４：５５
雲神社付近 １３：５５～１４：２０

宮園住宅付近 １３：４０～１３：５０

10/ 1

10/15

11/ 5

11/19

10/ 2

10/16

11/20

11/ 6

10/ 9

11/13

11/27

10/ 8

10/22

11/12

11/26

10/23

２０２０年 第７４回

１０月２７日（火）～１１月９日（月）秋の読書週間
今年の標語 「ラストページまで駆け抜けて」

新型コロナウィルスに始まり、猛暑、大型台風、と部屋の中での自粛生活が続い

ておりますが、秋の夜長にお気に入りの本を読んでみませんか♪♪

それとも少し冒険をして、違うジャンルの本に挑戦するのもよし。さあ、手に取って

ラストページまで一気に読みましょう！

また、耶馬溪図書館では下記のイベントを開催予定です。

どうぞ、たくさんのご参加をお待ちしております。

１０月26日（月）～11月29日（日）まで開催
秋のスタンプラリー IN    耶馬溪図書館

図書館資料をなにか１点でもかりたらスタンプを押します
（１日１回）。スタンプを３つ集めたらクリアファイルを
プレゼント(^-^)（数量限定で無くなり次第終了いたします。）

♬ 耶馬溪図書館からのささやかな贈り物 ♬
🍁かいけつゾロリのハガキ 🍁ドラえもんの鉛筆 🍁メイシ―ちゃんのシール
🍁オリジナルしおり いずれか一つをプレゼントいたします。



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）

日 月 火 水 木 金 土 順位 予約数

1 2 3 4 5 6 7 1 28

8 9 10 11 12 13 14 2 23

15 16 17 18 19 20 21 3 22

22 23 24 25 26 27 28 4 17

29 30 12/1 2 3 4 5 4 17

＊■は、休館日です。 6 12

※開館時間・・１０：００～１７：００（当分の間） 7 11日没 桐野　夏生

書名 著者

気がつけば、終着駅 佐藤　愛子

隣はシリアルキラー 中山　七里

半沢直樹 アルルカンと道化師 池井戸　潤

クスノキの番人 東野　圭吾

流浪の月（2020年本屋大賞 １位）

書名・著者名・分類番号　【一般】 書名・著者名・分類番号　【児童】

介護予防に効く「体力別」運動トレーニング／中村　容一／780.1ナ

きれいにやせる食材&食べ方図鑑／岸村　康代／498.5キ

日本をつくった42人／設楽　幸生／K281ニオトナ女子のカラダとココロのセルフケア／石原　新菜／498.3オ

災害を知る／オオタ　ヤスシ／K369サ

おばけのおうさまゴホンゴホン／田中　六大／KC

避難所に行かない防災の教科書／西野　弘章／369.3ニ

あかずきんちゃんとウイルスオオカミ／あいざわ　めぐみ／KC

もっとよのなかルールブック／高濱　正伸／K159モ

今さら聞けないタネと品種の話きほんのき／農文協／626.1イ

脳の力を伸ばす!ひらめきクイズ／篠原　菊紀／798ノ

少年と犬（直木賞） 馳　星周

凪良　ゆう

（10月22日現在）

さんじょう！てあらいかめん／よしむら　あきこ／KC

『放っておくとこわい症状大全』
一般書 秋津 壽男／ダイヤモンド社

真っ黒な硬便が出ると「胃がん」、急に

視野が欠けるのは「脳腫瘍」の疑いが・・・。

一見すると見逃がしがちな体のSOSサイン

のうち、とくに早期発見しないと後悔する

44の症状を、予防のワンポイントアドバイス

とともに解説します。

『ごめんなさい!だいじょうぶ!』
絵本 ルイス・スロボドキン／出版ワークス

迷惑をかけても「ごめんなさい」がいえな

いウィリー・ホワイトくん。

ある日、おまわりさんに、「ごめんなさい」

がいえると、いいきもちになれるといわれ

て・・・。

挨拶と礼儀正しさの大切さについて、

コミカルに伝える名作絵本です。

『おしえて!ジャンボくん新型
コロナウイルス 1～3』
児童書 上田 勢子／子どもの未来社

世界中に広がり、人々の暮らしや社会に

大きな変化をもたらした新型コロナウイルス。

１巻は新型コロナウイルスについて。２巻は

ウイルスとたたかう科学者やエンジニア、体の

免疫などについて。３巻はコロナウイルスの

流行の中でも働き続ける人たちについて、

たくさんの写真とともにやさしく解説します。

『老いは止められる』
一般書 池谷 敏郎／エクスナレッジ

血管の老化と、見た目の老化はリンクして

いる―。

血糖値＆血圧を改善するゾンビ体操や、

内臓脂肪が落ちる食事法など、血管をケア

することで、見せかけではなく健康に根付い

た本当の若々しさを手に入れる方法を紹介

します。



曜日 曜日

脳イキイキ!手あそび指あそび／小山　混／781.9コ

向日葵を手折る／彩坂　美月／913.6ア

震雷の人／千葉　ともこ／913.6チ

帰ってきたK2／横関　大／913.6ヨ

焦茶色のナイトガウン／赤川　次郎／B913.6ア

NHK国際放送が選んだ日本の名作／朝井　リョウ／B913.6エ

伊福 １６：１５～１６：２５

２０２０年11月～12月まで

金吉生活改善センター １５：４５～１５：５０

寺小野 １５：０５～１５：１５

１１：００～１１：１５ 耶馬溪中学校 １２：４０～１３：１０
両畑バス停前 １１：２５～１１：３０ 鹿鳴館駐車場 １３：４０～１４：１０第２

木曜
日

第４
木曜
日

下郷保育所   ９：５０～１０：２０ 上百谷公民館

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】

懸賞達人が教える当てるコメント集／懸賞なび編集部／049ケ

「繊細さん」の知恵袋／武田　友紀／146.8タ

コロナ不安に向き合う　／藤本　修／498.3フ

東大卒、農家の右腕になる。／佐川　友彦／611.7サ

一ツ戸バス停付近 １４：４０～１４：５５
鎌城 １５：１５～１５：２５

宮園住宅付近 １３：４０～１３：５０ 小柿山（光円寺） １５：３５～１５：５５
雲神社付近 １３：５５～１４：２０ 折戸温泉前 １６：１０～１６：２０

樋山路バス停 １１：３５～１１：４５ 家籠 １４：３０～１４：５５
下郷小学校 １３：００～１３：３０

戸原市営住宅前 １３：４０～１４：００

第２
金曜
日

第４
金曜
日

ドライブレストアイビー前 　９：５０～１０：００
もみじ園

１０：５５～１１：００
やすらぎ荘 １０：２５～１０：５０ 藤木自治公民館 １１：１０～１１：３０

黒法師営農指導研究所

１４：１５～１４：３０ 鎌野集落交差点 １０：１５～１０：３０
城井小学校 １５：００～１６：２０ 百谷生活改善センター １０：４０～１０：５０

津民診療所前 １０：４５～１０：５５ 三慧保育園 １１：２５～１１：４５
上ノ川内 １１：０５～１１：１５ 山移公民館 １３：１５～１３：４５

津民小学校 １３：００～１３：３０ 鹿鳴館駐車場 １５：０５～１５：５０

月／日 駐車地 予定時間 月／日 駐車地 予定時間

第１
木曜
日

第３
木曜
日

永岩消防車庫前   ９：５５～１０：１０ 第１
金曜
日

第３
金曜
日

戸原分譲住宅 １０：００～１０：３０
津民保育所 １０：２０～１０：４０ 三尾母公民館付近 １０：４０～１１：２０

耶馬溪運輸車庫前 １１：２５～１１：４０ 山移診療所前 １４：００～１４：２５
栃木自治公民館前 １１：４５～１１：５０ もみじの湯 １４：３５～１４：５５

１１/ ５

１１/１２

１１/ ６

１１/１９

１２/ ３

１２/１７

１２/２４

１１/２０

１２/１８

１２/２５１１/２６

１１/２７

１１/１３

１２/ ４

★来館者プレゼント
来館された方に、図書館からささやかな

贈り物をプレゼント♪

数量限定で、無くなり次第終了いたします。

・かいけつゾロリのハガキ

・メイシーちゃんのシール

・ドラえもんの鉛筆

・オリジナルしおり など

★秋のスタンプラリー
図書館資料をなにか１点でもかりたら

スタンプを押します（１日１回）。

スタンプを３つ集めたらクリアファイルを

プレゼント♪

数量限定で、無くなり次第終了いたします。

オリジナルのしおりです。犬、

猫、鳥の3種類があります💛

ハガキやシールなど★ クリアファイルです♪

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🎵



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）

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 1/1 2

＊■は、休館日です。

※開館時間・・１０：００～１７：００（当分の間）

仮面ライダーセイバーすべてをすくうなぞとふしぎ140/KE

書名・著者名・分類番号　【一般】 書名・著者名・分類番号　【児童】

命の砦／五十嵐　貴久／913.6イ

ザ・野菜ライス／堤　人美／596.3ツ

昔のお仕事大図鑑／小泉　和子／K366ム新型コロナウィルス超入門／水谷　哲也／498.6シ

寿命のクイズ図鑑／K461シ

ねむねむさんがやってくる／ユ　ヒジン／KE

生きるのが下手な人へ／紀野　一義／159キ

おにがきた／国松　俊英／K913ク

偉人もみんな悩んでいた／こざき　ゆう／K280コ

藤田浩子の手・顔・からだでｏｈａｎａｓｉ／藤田　浩子／798フ

孔丘／宮城谷　昌光／913.6ミ

『からだに良いこと悪いこと』
一般書 久保 明／永岡書店

うつ病を引き起こしやすい労働時間はどの

くらい？ 「一日一万歩」は歩きすぎ！？

世界の医療研究で証明された健康習慣

100の正解を紹介します。医学的に正しい

手洗いの方法や血圧・体温の測り方なども

紹介した本です。

『すごい科学者のアカン話』
児童書 藤嶋 昭／ナツメ社

親のすねをかじりつづけたダーウィン、

研究の為に我を忘れたアルキメデス、

一生ケンカをし続けたガリレオ、飛んだ後

が大変だったライト兄弟・・・。大科学者

たちも、欠点のある人間だった！

40人の科学者のすごいところ、アカン

ところを包み隠さずありのままの生きざま

を紹介してます。

『ひめちゃんのマスク』
絵本 のぶみ／幻冬舎メディアコンサルティング

ひめちゃんはある日、マスクが買えなくて

困っているおばあちゃんをみかけました。

「あたしにできることってホントにないの？

あたし、マスクぐらいならつくれちゃうんじゃ

ないかしら」。

おこずかい８万円をすべて使って、２４６６枚

のマスクを作った女の子の活躍を描いた感動

の実話を絵本化しました。

『くそじじいとくそばばあの日本史』
一般書 大塚 ひかり／ポプラ社

100歳過ぎまで政界に君臨した僧侶、柴田

勝家の最後を記録したおばあさん、実は

エロ爺だった一休さん・・・。

貪欲に、したたかに歴史を生き抜いた

日本の老人たちを紹介します。古典から

パワフルな生き方の秘訣を読み解く本です。

年末・年始のおしらせ

年末は １２月２８日の17：00まで開館

年始は １月４日 休 館 （図書館整理日）

１月５日 休館日 （火曜日）

１月６日 開 館 （10：00～17：00）

１月４日より返却ポストをご利用いただけます。



曜日 曜日

伊福 １６：１５～１６：２５

2020年12月～2021年1月まで

金吉生活改善センター １５：４５～１５：５０

寺小野 １５：０５～１５：１５

１１：００～１１：１５ 耶馬溪中学校 １２：４０～１３：１０
両畑バス停前 １１：２５～１１：３０ 鹿鳴館駐車場 １３：４０～１４：１０

下郷保育所   ９：５０～１０：２０

鎌城 １５：１５～１５：２５

宮園住宅付近 １３：４０～１３：５０ 小柿山（光円寺）
折戸温泉前 １６：１０～１６：２０

上百谷公民館

黒法師営農指導研究所

家籠 １４：３０～１４：５５

鎌野集落交差点 １０：１５～１０：３０
城井小学校 １５：００～１６：２０ 百谷生活改善センター １０：４０～１０：５０第２

金曜
日

第４
金曜
日

ドライブレストアイビー前 　９：５０～１０：００
もみじ園

藤木自治公民館 １１：１０～１１：３０
１０：５５～１１：００

１５：３５～１５：５５
雲神社付近 １３：５５～１４：２０

第１
木曜
日

第３
木曜
日

永岩消防車庫前

一ツ戸バス停付近 １４：４０～１４：５５

樋山路バス停 １１：３５～１１：４５

  ９：５５～１０：１０

１０：４５～１０：５５

１４：１５～１４：３０

やすらぎ荘 １０：２５～１０：５０

下郷小学校 １３：００～１３：３０

第２
木曜
日

第４
木曜
日

戸原市営住宅前 １３：４０～１４：００

１１：０５～１１：１５ 山移公民館 １３：１５～１３：４５

津民小学校 １３：００～１３：３０ 鹿鳴館駐車場 １５：０５～１５：５０
栃木自治公民館前 １１：４５～１１：５０ もみじの湯 １４：３５～１４：５５

月／日 駐車地 予定時間 月／日 駐車地 予定時間

第１
金曜
日

第３
金曜
日

戸原分譲住宅 １０：００～１０：３０
津民保育所 １０：２０～１０：４０ 三尾母公民館付近

津民診療所前
１０：４０～１１：２０

耶馬溪運輸車庫前 １１：２５～１１：４０ 山移診療所前 １４：００～１４：２５

三慧保育園 １１：２５～１１：４５
上ノ川内

１２/ ３

１２/２４

１２/ ４

１２/１７

１/ ７

１/２１

１/２８

１２/１８

１/１５

１/２２
１/１４

１/ ８

１２/２５

除籍本・雑誌の無料配布のご案内
２０２１年１月６日（水）～１月３１日（日）

コロナ対策の為、マスク着用・来館者カード記入・検温・

手指消毒等と、密にならないようにご協力、ご理解をよろ

しくお願いします。

除籍資料は数に限りがありますので、なくなり次第終了

となります。（雑誌は５冊まで）

１２/１０

１２/11

12月の図書館開館について
図書館カレンダーで休館予定でした１２月７日（月）・ ９日（水）・１０日（木）・

１１日（金）は、資料総点検が９月に終了した為、開館します。

なお、耶馬渓の移動図書車の運行予定が変わり、新たに１２月１０日と１１日

が追加になりました。ご利用よろしくお願いします。

第２・第４木曜日は １２月１０日と１２月２４日に運行します。

第２・第４金曜日は １２月１１日と１２月２５日に運行します。



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）

日 月 火 水 木 金 土 順位 予約数

12/27 28 29 30 31 1/1 2 1 41

3 4 5 6 7 8 9 2 16

10 11 12 13 14 15 16 3 14

17 18 19 20 21 22 23 4 12

24 25 26 27 28 29 30 4 12

31 2/1 2 3 4 5 6 6 11

＊■は、休館日です。 ※開館時間・・１０：００～１７：００（当分の間）

JR上野駅公園口 柳　美里

美しき凶器 東野　圭吾

不機嫌な妻無関心な夫／五百田　達成／367.3イ

流浪の月（2020年本屋大賞　1位） 凪良　ゆう

書名 著者

（12月23日現在）

ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人 東野　圭吾

夜明けのすべて 瀬尾　まいこ

半沢直樹 アルルカンと道化師 池井戸　潤

書名・著者名・分類番号　【一般】 書名・著者名・分類番号　【児童】

野菜たっぷり大量消費レシピ304／阪下　千恵／596.3サ

いい白髪ケア、やばい白髪ケア／伊熊　奈美／595イ ウイルスって何だろう?／武村　政春／K465ウ

50歳からはじめる動ける身体づくり／深代　千之／498.3フ

納豆の本／全国納豆協同組合連合会／K619ナ

ウイルスにマケマ戦隊ゲンキーズ／うえだ　しげこ／KE

ばっちり安心な新型コロナ感染対策旅行編20／矢野　邦夫／498.6ヤ

クレヨンしんちゃんの「やる気」がどんどん出てくる方法／臼井　儀人／K141ｸ

おもしろ大発見!世界スゴすぎ事典／須藤　健一／K382オ

ドラえもん探究ワールド自然の脅威と防災／藤子・F・不二雄／K369ト

ぐっち夫婦の下味冷凍で毎日すぐできごはん／ぐっち夫婦／596ク

『洗浄と殺菌のはなし』
一般書 新名 史典／同文舘出版

新型コロナウイルスの感染、食中毒、院内

感染による罹患・・。洗浄と殺菌が正しくでき

ていれば、多くの事故や問題は防げる！

細菌・ウイルスについての知識から感染の

プロセス、適正で確実な予防の方法までを

ビジュアルに解説します。

『ちくっふわっことばのまほう 』
絵本 まつもと なおみ／少年写真新聞社

「きにしすぎ」「でしゃばり」・・・。心がちくっ

となることばも、別の見方をするといい

イメージに変わります。

「ぼく」がかけられたいろいろなことばを

通して、友だちともっと仲良くなる「ことばの

まほう」を探す絵本です。

『ピンポンパンポンプー』
絵本 劇団ひとり／マガジンハウス

ケンカしても大丈夫！ 大のなかよしの、

のんちゃんとびりーくんが教えてくれる、

友だちの大切さとは？

テレビ朝日系「中居正広のニュースな会」

から生まれた絵本です。

『NHK出版不調を食生活で見直す
ためのからだ大全』
一般書 池上 文雄／NHK出版

健康のためにまず、からだのことを知りま

しょう。人間のからだの仕組みを軸に、よく

起こる症状、漢方やハーブの情報、日々の

生活での心がけ、人間ドックの目的や検査

数値等を解説します。症状の改善が期待

できるレシピも多数掲載しています。



曜日 曜日

伊福 １６：１５～１６：２５

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

宮園住宅付近 １３：４０～１３：５０
雲神社付近 １３：５５～１４：２０

１４：００～１４：２５
１４：３５～１４：５５

１１：２５～１１：３０ 鹿鳴館駐車場 １３：４０～１４：１０

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
１１：００～１１：１５

１５：０５～１５：５０

  ９：５０～１０：２０
１０：２５～１０：５０

　９：５０～１０：００

第１
金曜
日

第３
金曜
日

戸原分譲住宅

山移診療所前
もみじの湯

三慧保育園

１３：００～１３：３０ 鹿鳴館駐車場

黒法師営農指導研究所

寺小野 １５：０５～１５：１５

耶馬溪中学校 １２：４０～１３：１０

城井小学校 １５：００～１６：２０

津民小学校

もみじ園

１６：１０～１６：２０

樋山路バス停

折戸温泉前
小柿山（光円寺） １５：３５～１５：５５

やすらぎ荘

１４：１５～１４：３０ 鎌野集落交差点 １０：１５～１０：３０

１１：３５～１１：４５ 家籠 １４：３０～１４：５５

戸原市営住宅前 １３：４０～１４：００

第２
金曜
日

第４
金曜
日

ドライブレストアイビー前

第２
木曜
日

第４
木曜
日

両畑バス停前

下郷小学校 １３：００～１３：３０

下郷保育所

第１
木曜
日

第３
木曜
日

永岩消防車庫前   ９：５５～１０：１０

耶馬溪運輸車庫前 １１：２５～１１：４０
栃木自治公民館前 １１：４５～１１：５０

月／日 駐車地 予定時間 月／日 駐車地
２０２1年1月～2月まで

１１：２５～１１：４５
上ノ川内 １１：０５～１１：１５

予定時間
１０：００～１０：３０

津民保育所 １０：２０～１０：４０ 三尾母公民館付近 １０：４０～１１：２０

山移公民館 １３：１５～１３：４５
津民診療所前 １０：４５～１０：５５

１/ ７

１/１４

１/２１

２/ ４

２/１８

２/２５

１/１５

２/１９

２/１２１/２８

１/２２

２/ ５

１/ ８

２/２６

期間：2021年1月６日（水）～1月31日（日）
除籍本・除籍雑誌の無料配布を行います。
今年はコロナ感染症対策のため、入館時にマスクの着用・

来館者カードのご記入・検温・手指のアルコール消毒等と、

密にならないようにご協力、ご理解をよろしくお願いします。

なお、除籍資料は数に限りがございますのでご了承下さい。

除籍雑誌は１人５冊までです。

アニメ
●映画ひつじのショーン UFOフィーバー ●おしりたんてい ６
●ちびまる子ちゃん ふしぎ編 ●ルパン三世 THE FIRST
●魔進戦隊キラメイジャー ●仮面ライダー ジオウ
●アラジン

アニメ以外
●記憶にございません ●決算！忠臣蔵
●居眠り磐音 ●閉鎖病棟
●ナイト・オブ・シャドー 魔法拳



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）

　

日 月 火 水 木 金 土
1/31 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 3/1 2 3 4 5 6

＊■は、休館日です。

※開館時間・・・午前１０：００～午後５：００

由来からわかる日本と世界の行事図鑑／山田　慎也／K386ユ

書名・著者名・分類番号【一般】 書名・著者名・分類番号【児童】

北条五代　上、下／火坂　雅志／913.6ヒ

ゴミの人／次良丸　忍／K913シ小屋をつくる本／527コ

新型コロナ自宅療養完全マニュアル／岡田　晴恵／498.6オ

絵本はたらく細胞／清水　茜／KE

ルラルさんのつりざお／いとう　ひろし／ＫＥ

右の耳／巣山　ひろみ／K913ス

鎌田式「にもかかわらず」という生き方／鎌田　實／159.7カ

雪に撃つ／佐々木　譲／913.6サ

交通指導員ヨレヨレ漫画日記／柏　耕一／673.9カ

こども手に職図鑑／子供の科学／K366コ

『できるかな？ 人体おもしろ
チャレンジ』
児童書 坂井 建雄／えほんの杜

壁におでことつま先をつけると背伸びが

できない、ヒジとアゴはくっつけられない・・・。

一見カンタンにできそうなことなのにでき

ないおもしろチャレンジや、からだの不思議

をたくさん紹介し、体のしくみをわかりやすく

説明している本です。

●大活字本コーナーに新刊が入荷しました。

字が大きくて大変読みやすいと、多くの方に

ご好評いただております。一度読んでみま

せんか (*^_^*)

●今月は節分・バレンタインに関する本を

特集しています。ぜひご覧ください。

『ある日、うちの子が学校に
行かなくなったら』
児童書 鈴木 あや／けやき出版

不登校の解決策はとてもシンプル。親が

変われば、子供が変わる。いま直面している

問題は必ず乗り越えられる。

子供の不登校を克服したお母さんたちの

体験を紹介しながら、トンネルの抜けだし方を

示した本です。

『その不調、栄養不足が原因です』
一般書 佐藤 智春 主婦の友社

人生100年時代とすれば、40～50歳は

ターニングポイント。

元気でありつづけるために、不調タイプを

チェックして、健康・美容のセルフマネジメ

ントを提案します。

『今度生まれたら』
一般書 内館 牧子／講談社

夫の寝顔を見ながら「今度生まれたら、

この人とは結婚しない」とつぶやいた

70歳の夏江。

何の不満もない老後だが、人生の選択

はこれで良かったのかと自らに問い・・・。

「老後」小説です。



曜日 曜日

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】

城の政治戦略／大石　泰史／215.4オ

見えない星に耳を澄ませて／香月　夕花／913.6カ

日本はこうしてつくられた／阿部　龍太郎／210.3ア

月下美人を待つ庭で／倉知　淳／913.6ク

天国と地獄に向かう世界／高橋　洋一／319.2タ

親も自分もすり減らない！？シングル介護術／さらだ　たまこ／369.2サ

応仁悪童伝／木下　昌輝／913.6キ

ほどよい距離が見つかる本／古宮　昇／146.8コ

彼女のスマホがつながらない／志駕　晃／913.6シ

戦国大名・北条　氏直／黒田　基樹／289.1ホ

阿修羅草紙／武内　涼／913.6タ

身の回りから人権を考える80のヒント／武部　康広／316.1タ

ラストは初めから決まっていた／小手鞠　るい／913.6コ

両親が元気なうちに”実家じまい”はじめました／大井　あゆみ／365.3オ

72歳、妻を亡くして三年目／西田　輝夫／367.7二

旅する練習／乗代　雄介／913.6ノ

三人／桝本　壮志／913.6マ

約束／平田　豪成／913.6ヒ

七十四秒の旋律と孤独／久永　実木彦／913.6ヒ

メイド・イン京都／藤岡　陽子／913.6フ

月と私と甘い寓話（スイーツ）／野村　三月／913.6ノ税金のホント／近藤　雅人／345コ

ぜんぶわかる葬儀・法要・相続の手続きとマナー／市川　愛／385.6セ

くらげ・アイランドの夜明け／渡辺　優／913.6ワ

地球に月が2つあったころ／エリック・アスフォーグ／445ア

おたがいさま／群　ようこ／913.6ム

月／日 駐車地 予定時間 月／日 駐車地 予定時間
２０２1年2月～3月まで

南極と北極／山内　恭／451.9ヤ

おしゃれな大人が実は！している小さな習慣／589.2オ

麹親子の発酵はすごい！／山元　正博／588.5ヤ

28文字の片づけ／yúr.3／593.5ユ

芸人人語／太田　光／914.6オ

材料4つで本当においしいお菓子／福田　淳子／596.6フ 男の業の物語／石原　慎太郎／914.6イ

吉永小百合　私の生き方／778.2ヨ

遥かなり九州の鉄路／池口　英司／686.2イ

いいかげん、馬鹿／中野　翆／914.6ナゴミ人間／西野　亮廣／779.2ニ

ライト・スタッフ／山口　恵以子／913.6ヤ

零から0へ／まはら　三桃／913.6マ

逃げない／唐池　恒二／686.0カ

私は夕暮れ時に死ぬと決めている／下重　暁子／914.6シ

遺言未満／椎名　誠／914.6シ

第１
木曜
日

第３
木曜
日

永岩消防車庫前   ９：５５～１０：１０ 第１
金曜
日

第３
金曜
日

戸原分譲住宅 １０：００～１０：３０
津民保育所 １０：２０～１０：４０ 三尾母公民館付近 １０：４０～１１：２０

耶馬溪運輸車庫前 １１：２５～１１：４０ 山移診療所前 １４：００～１４：２５
栃木自治公民館前 １１：４５～１１：５０ もみじの湯 １４：３５～１４：５５

津民診療所前 １０：４５～１０：５５ 三慧保育園 １１：２５～１１：４５
上ノ川内 １１：０５～１１：１５ 山移公民館 １３：１５～１３：４５

１４：１５～１４：３０ 鎌野集落交差点 １０：１５～１０：３０
城井小学校 １５：００～１６：２０ 百谷生活改善センター １０：４０～１０：５０

津民小学校 １３：００～１３：３０ 鹿鳴館駐車場 １５：０５～１５：５０
戸原市営住宅前 １３：４０～１４：００

第２
金曜
日

第４
金曜
日

ドライブレストアイビー前 　９：５０～１０：００
もみじ園

１６：１０～１６：２０

樋山路バス停 １１：３５～１１：４５ 家籠 １４：３０～１４：５５

第２
木曜
日

第４
木曜
日

下郷保育所   ９：５０～１０：２０ 上百谷公民館 １０：５５～１１：００
やすらぎ荘 １０：２５～１０：５０ 藤木自治公民館 １１：１０～１１：３０

黒法師営農指導研究所

寺小野 １５：０５～１５：１５

１１：００～１１：１５ 耶馬溪中学校 １２：４０～１３：１０
両畑バス停前 １１：２５～１１：３０ 鹿鳴館駐車場 １３：４０～１４：１０

小柿山（光円寺） １５：３５～１５：５５
雲神社付近 １３：５５～１４：２０ 折戸温泉前

下郷小学校 １３：００～１３：３０

伊福 １６：１５～１６：２５

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

宮園住宅付近 １３：４０～１３：５０

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🎵

２/ ４

２/１８

２/２５

２/ ５

２/１９

２/１２

２/２６

３/ ４

３/１８

３/１１

３/２５

３/ ５

３/１２

３/２６

３/１９



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）

日 月 火 水 木 金 土 順位 予約数

2/28 3/1 2 3 4 5 6 1 39

7 8 9 10 11 12 13 2 34

14 15 16 17 18 19 20 3 24

21 22 23 24 25 26 27 4 17

28 29 30 31 4/1 2 3 5 14

＊■は、休館日です。 6 13

※開館時間・・１０：００～１７：００（当分の間） 7 12美しき凶器 東野　圭吾

書名・著者名・分類番号　【一般】 書名・著者名・分類番号　【児童】

図解ですぐわかる自力でみるみる改善!脂肪肝／栗原　毅／493.4ク

不調を知らせるカラダサイン図鑑／工藤　孝文／495ク

かゆみをなくすための正しい知識／順天堂かゆみ研究センター／494.8カ うねゆたかの田んぼの絵本　1、２／宇根　豊／K616ウ

中高生からの防犯／武田　信彦／368.6タ

いま「水」を考える　1／沖　大幹／K517イ

昔のくらし昔の道具これなあに?／春風亭　昇太／K383シ喘息・花粉症・食物アレルギー／永田　真／493.1ナ

めざせ!ごみゼロマスター　1／和田　由貴／K518メ

マークで学ぶSDGs／蟹江　憲史／K333マ

肺炎 誤嚥・新型コロナ・COPD／493.3ハ

境界線　 中山　七里

JR上野駅公園口 柳　美里

推し、燃ゆ（芥川賞） 宇佐見　りん

ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人 東野　圭吾

心淋し川（直木賞） 西條　奈加

サツマイモ大図鑑／大木　邦彦／K616オ

書名 著者

オルタネート 加藤　シゲアキ

（2月22日現在）

『生きていくために必要な
フリーランスのお金の話』
一般書 佐々木 康之／ナツメ社

フリーランスの不安を解消するのは、

正しい「お金の知識」。

税金、節税、確定申告、投資、老後の

お金など、漠然としたお金の不安をぬぐい

去る知識を、マンガを交えてわかりやすく

解説します。

『クイズでわかる小学生からの
ネットのルール』
児童書 鈴木 朋子／主婦の友社

しらべものがしたい、動画が見たい。そん

な願いをかなえる「インターネット」。

でも、事件にまきこまれてしまったり、

お金をとられたり、こわい一面もあるんだ。

安全にネットを楽しむことができるように、

楽しいクイズで、ネットとSNSの常識を学ぼ

う！ スマホデビューにおすすめの本です。

『希望の一滴』
一般書 中村 哲／西日本新聞社

治療よりも水と食料が大切だ―。

１６００本の井戸を掘り、６５万人の命を

支える用水路を建設した医師・中村哲の

活動を、彼の言葉と数々の写真で振り返り

ます。

『西日本新聞』『ペシャワール会報』ほか

掲載を書籍化したものです。

『小学生のための楽しい勉強法』
児童書 石田 勝紀／新星出版社

勉強はやり方しだいで、楽しくできちゃう。

そして、勉強をおもしろがれると成績も

上がって、自信もついて、いいこといっぱ

い！

学習効果が２倍UPするやる気テクや、

教科のお悩み別勉強テクなどを紹介。

1週間の予定を書きこめるシートもついて

います。



曜日 曜日

鹿鳴館駐車場

戸原市営住宅前 １３：４０～１４：００

第２
金曜
日

第４
金曜
日

ドライブレストアイビー前

１１：２５～１１：４５

上ノ川内 １１：０５～１１：１５

予定時間
１０：００～１０：３０

津民保育所 １０：２０～１０：４０ 三尾母公民館付近 １０：４０～１１：２０

山移公民館 １３：１５～１３：４５

三慧保育園

１６：１０～１６：２０

樋山路バス停

折戸温泉前

小柿山（光円寺） １５：３５～１５：５５

やすらぎ荘

１４：１５～１４：３０ 鎌野集落交差点 １０：１５～１０：３０

１１：３５～１１：４５ 家籠 １４：３０～１４：５５

黒法師営農指導研究所

寺小野 １５：０５～１５：１５

両畑バス停前

下郷小学校 １３：００～１３：３０

下郷保育所

もみじ園

城井小学校 １５：００～１６：２０

１４：００～１４：２５

１４：３５～１４：５５

１１：２５～１１：３０ 鹿鳴館駐車場 １３：４０～１４：１０

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

１１：００～１１：１５ 耶馬溪中学校 １２：４０～１３：１０

１５：０５～１５：５０

  ９：５０～１０：２０

１０：２５～１０：５０

　９：５０～１０：００

第１
金曜
日

第３
金曜
日

戸原分譲住宅

１１：２５～１１：４０ 山移診療所前

１１：４５～１１：５０ もみじの湯

月／日 駐車地 予定時間 月／日

深緑　野分／著
KADOKAWA

『推し、燃ゆ』
宇佐見　りん／著

河出書房新社

『オルタネート』　

駐車地
２０２1年3月まで

第１
木曜
日

第３
木曜
日

永岩消防車庫前   ９：５５～１０：１０

耶馬溪運輸車庫前

栃木自治公民館前

津民診療所前 １０：４５～１０：５５

伊福 １６：１５～１６：２５

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

宮園住宅付近 １３：４０～１３：５０

雲神社付近 １３：５５～１４：２０

第２
木曜
日

第４
木曜
日

津民小学校 １３：００～１３：３０

作品名／著者／出版社

伊吹　有喜／著
双葉社

『お探し物は図書室まで』
青山　美智子／著

ポプラ社

『犬がいた季節』

作品名／著者／出版社

伊坂　幸太郎／著
集英社

『52ヘルツのクジラたち』　
町田　そのこ／著

中央公論新社

『自転しながら公転する』
山本　文緒／著

新潮社

『八月の銀の雪』　
伊与原　新／著

新潮社

『滅びの前のシャングリラ』
凪良　ゆう／著
中央公論新社

『この本を盗む者は』　

加藤　シゲアキ／著
新潮社

『逆ソクラテス』　

３/ ４

３/１１

３/１８

３/ ５

３/２５

３/２６

３/１９

３/１２

2021年本屋大賞 ノミネート作品 発表は４月１４日

２０２１年度より新規購入する雑誌
●サンキュ！（月刊） ●じゃらん九州（月刊） ●やさい畑（隔月）

２０２０年度で購入終了する雑誌
●日経WOMAN（月刊） ●NHKガッテン！（隔月） ●うかたま（季刊）


