
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
4/1 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
5/1 2 3 4 5 6 7

＊■は、休館日です。 ※開館時間・・・開館日全日　午前１０：００～午後６：００

どうぶつあいうえお／デイヴィッド・ウォーカー／ＫＥ

戦国武将キャラ図鑑／いとう　みつる／Ｋ281セ

池上彰のみんなで考えよう18歳からの選挙／池上　彰／Ｋ314イ

ようこそなぞなぞしょうがっこうへ／北　ふうこ／Ｋ913キ

やさしいティラノサウルス／くすのき　しげのり／Ｋ913ク新任巡査／古野　まほろ／913.6フ

冷蔵庫さえ片づければ、なにもかもうまくいく／大野　多恵子／596.9オ

十津川警部北陸新幹線「かがやき」の客たち／西村　京太郎／913.6ニ

ホットケーキミックスでちぎりパン／森崎　繭香／596.6モ

子どもがよろこぶ野菜のおかずスープ／島田　まき／596.3シ

腎臓機能を保つおいしい低たんぱく食レシピ／渡邊　昌／494.9シ

はるやさいのはるやすみ／柿田　ゆかり／ＫＥ

いけいけ！しょうがくいちねんせい／北村　裕花／ＫＥ

たこやきのたこさぶろう／長谷川　義史／ＫＥ

書名・著者名・分類番号【一般】

おたより文例集＆イラスト12か月／新美　康明／376.1オ

「塩分0ｇ」の満足ごはん／検見崎　聡美／596ケ

書名・著者名・分類番号【児童】

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２月曜の１０時から、絵本の読み

聞かせをおこないます。

4月の予定は4月11日（月）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♪

平成２８年４月１日より、中津市立図書館の開館時間を下記のように
変更いたします。

★三光・本耶馬渓・耶馬溪・山国図書館
（開館日全日）午前１０：００～午後６：００

★小幡記念図書館
（開館日全日）午前９：００～午後７：００

開館時間を拡大し、より便利になった図書館を、ぜひご利用下さい。



曜日 曜日

幸田入口バス停前 １５：５０～１５：５５

下郷小学校 １３：００～１３：３０ 折戸温泉前
宮園住宅付近 １３：４０～１３：５０

鎌城 １５：１５～１５：２５

１３：５５～１４：２０
一ツ戸バス停付近 １４：４０～１４：５５

2016年4月～5月まで

金吉生活改善センター １５：４５～１５：５０

１６：１０～１６：２０

両畑バス停前 １１：２５～１１：３０ 寺小野 １５：０５～１５：１５
樋山路バス停

城井小学校 １５：００～１６：２０ 藤木自治公民館 １１：１０～１１：３０

１１：３５～１１：４５ 小柿山（光円寺） １５：３５～１５：５５

１０：２５～１０：５０ 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 耶馬溪中学校 １２：５０～１３：２０
やすらぎ荘

黒法師営農指導研究所 １１：００～１１：１５ 家籠 １４：３０～１４：５５

伊福 １６：１５～１６：２５

雲八幡宮付近

１４：０５～１４：２０ 百谷生活改善センター １０：４０～１０：５０
もみじ園 １４：３０～１４：５０ 上百谷公民館 １０：５５～１１：００

　９：５０～１０：００
戸原市営住宅前 １３：４０～１４：００ 鎌野集落交差点 １０：１５～１０：３０

１４：２０～１４：４０
栃木自治公民館前 １１：４５～１１：５０ 鹿鳴館駐車場 １４：５０～１５：５０

１３：００～１３：３０
上ノ川内 １１：０５～１１：１５ 山移診療所前 １３：４５～１４：１０

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

津民診療所前 １０：４５～１０：５５ 山移小学校

耶馬溪運輸車庫前 １１：２５～１１：４０ もみじの湯

津民小学校 １３：００～１３：３０

第２
金曜
日

第４
金曜
日

ドライブレストアイビー前

三慧保育園

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

予定時間月／日 駐車地 予定時間 月／日 駐車地

4/ 7

4/ 21

4/ １4

5/ 26

5/ 20

5/ 27

「この本おすすめ」のコーナーでは、利用者の方からのおすすめの本の情報を募集しています。

用紙は耶馬溪図書館に用意しています。皆様のご協力をお願いいたします。

4/ 28

5/ 12

5/ 19

4/ 15

5/ 13

4/ 22

5/ 6

4/ 8



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 6/1 2 3 4

＊■は、休館日です。 ※開館時間・・・　午前１０：００～午後６：００

マルヒゲーニョさんのウルトラ・マシーン／イラリア・グアルドゥィッチ／KE

ちいさなプリンセスソフィア　ひみつのとしょしつ／グレース・リー／KE

しかけのないしかけえほん／のぶみ／KE

お金さえあればいい？／浜 矩子／K330ハ

チョコたろう／青山 友美／KE

ペネロペとハローキティ　りんごケーキをつくる／アン・グットマン／KE

恩讐の鎮魂曲（レクイエム）／中山 七里／913.6ナ

みんなが知ってる童謡・唱歌名曲集／金園社企画編集部／767.7ミ

砂丘の蛙／柴田 哲孝／913.6シ

家族みんなを元気にするグルテンフリーレシピ／伊藤 ミホ／493.1イ

硬い体にすぐ効く！コリと痛みが消える1分柔軟／中村 尚人／498.3ナ

大人のシンプル着こなし入門／福田 栄華／589.2オ

書名・著者名・分類番号【一般】

座ってできる！シニアヨガ／山田 いずみ／498.3ヤ

「腸の力」であなたは変わる／デイビッド・パールマター／491.3ハ

書名・著者名・分類番号【児童】

がんばれ！ルルロロ　さんりんしゃレース／あいはら ひろゆき／KE

迷いクジラの子守歌／安東 みきえ／K913ア

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２月曜の１０時から、絵本の読み

聞かせをおこないます。

4月の予定は5月 9日（月）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♪

「日本茶のこと説明できますか？」

Discover Japan 特別編集／枻出版社

初夏に見られる茶摘みの光景を歌った

『茶摘み』の歌詞にある「夏も近づく八十

八夜♪」とは立春から数えて８８日目で、

今年は５月１日がその日にあたります。

普段何気なく飲んでいる日本茶。茶葉の

種類や、茶葉によってお湯の適量や適温、

蒸らす時間はそれぞれ違うことなど、日本

茶の基礎知識を学び、いつものお茶を

より美味しく楽しんでみませんか？

「ぱっと見わけ観察を楽しむ野鳥図鑑」

樋口広芳 監修／ナツメ社

５月１０日～１６日は「野鳥週間」です。

世界には約９０００種類の野鳥がいて、

そのうち日本で確認されている野鳥は

約５５０種類です。

私たちの身近にすんでいて、気軽に観

察できる野生動物が、野鳥です。

新緑の美しい時期、バードウォッチング

をしながら散歩してみてはいかがでしょう。

たくさんの自然に触れ合えると思いますよ。



曜日 曜日

幸田入口バス停前 １５：５０～１５：５５

下郷小学校 １３：００～１３：３０ 折戸温泉前
宮園住宅付近 １３：４０～１３：５０

鎌城 １５：１５～１５：２５

１３：５５～１４：２０
一ツ戸バス停付近 １４：４０～１４：５５

2016年5月～6月まで

金吉生活改善センター １５：４５～１５：５０

１６：１０～１６：２０

両畑バス停前 １１：２５～１１：３０ 寺小野 １５：０５～１５：１５
樋山路バス停

城井小学校 １５：００～１６：２０ 藤木自治公民館 １１：１０～１１：３０

１１：３５～１１：４５ 小柿山（光円寺） １５：３５～１５：５５

１０：２５～１０：５０ 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 耶馬溪中学校 １２：５０～１３：２０
やすらぎ荘

黒法師営農指導研究所 １１：００～１１：１５ 家籠 １４：３０～１４：５５

伊福 １６：１５～１６：２５

雲八幡宮付近

１４：０５～１４：２０ 百谷生活改善センター １０：４０～１０：５０
もみじ園 １４：３０～１４：５０ 上百谷公民館 １０：５５～１１：００

　９：５０～１０：００
戸原市営住宅前 １３：４０～１４：００ 鎌野集落交差点 １０：１５～１０：３０

１４：２０～１４：４０
栃木自治公民館前 １１：４５～１１：５０ 鹿鳴館駐車場 １４：５０～１５：５０

１３：００～１３：３０
上ノ川内 １１：０５～１１：１５ 山移診療所前 １３：４５～１４：１０

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

津民診療所前 １０：４５～１０：５５ 山移小学校

耶馬溪運輸車庫前 １１：２５～１１：４０ もみじの湯

津民小学校 １３：００～１３：３０

第２
金曜
日

第４
金曜
日

ドライブレストアイビー前

三慧保育園

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

予定時間月／日 駐車地 予定時間 月／日 駐車地

5/ 19

5/ １2

6/ 23

6/ 17

6/ 24

「この本おすすめ」のコーナーでは、利用者の方からのおすすめの本の情報を募集しています。

用紙は耶馬溪図書館に用意しています。皆様のご協力をお願いいたします。

5/ 26

6/ 9

6/ 16

5/ 6

6/ 10

5/ 27

6/ 3

5/ 136/  2

5/ 20



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

＊■は、休館日です。 ※開館時間・・・　午前１０：００～午後６：００

王子とこじき／マーク・トウェイン／K933ト

海底二万マイル／ジョール・ベルヌ／K953ヘ

ぽかぽかふとんおやこ／コダイラ　ヒロミ／KE

辛夷の花／葉室 麟／913.6ﾊ

毎日おいしい自家製びん詰め／ワタナベ マキ／596ワ

純情必死剣からたけ割り／池永 陽／913.6イ

書名・著者名・分類番号【児童】

食品の保存テク便利帳／村田 容常／498.5シ

いのちをつなぐ犬夢之丞物語／佐藤 真澄／K369サ

よくわかる米の事典①米を育てる／稲垣 栄洋／K616ヨ

おひさまのおうさま／たはら ともみ／KE

書名・著者名・分類番号【一般】

文房具図鑑／山本 健太郎／589.7ヤ

若杉ばあちゃん医者いらずの食養訓／若杉 友子／498.5ﾜ

果樹の上手な育て方大事典／小林 幹夫／625カ

「名前が出ない」がピタッとなくなる覚え方／宇都出 雅巳／141.3ウ

わんぱくだんのてるてるぼうず／末崎 茂樹／KE

モカと幸せのコーヒー／刀根 里衣／KE

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２月曜の１０時から、絵本の読み

聞かせをおこないます。

６月の予定は６月 １３日（月）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♪

新しく表示を作りました。サイクリング

ロード側から見られます。

窓の外に広がる「若葉もみじ」を眺め

ながら、読書を楽しめます。

耶馬溪図書館の窓の外から、四季折々の美しい景色を見ることができます。そんな中で

本や雑誌を読みながらすごすひとときは、心を豊かにしてくれると思います。今の時期は

「若葉もみじ」が美しく、目を楽しませてくれます。お気軽にお立ち寄りください。



曜日 曜日 予定時間月／日 駐車地 予定時間 月／日 駐車地
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

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

津民診療所前 １０：４５～１０：５５ 山移小学校

耶馬溪運輸車庫前 １１：２５～１１：４０ もみじの湯

津民小学校 １３：００～１３：３０

第２
金曜
日

第４
金曜
日

ドライブレストアイビー前

三慧保育園

１３：００～１３：３０
上ノ川内 １１：０５～１１：１５ 山移診療所前 １３：４５～１４：１０

１４：２０～１４：４０
栃木自治公民館前 １１：４５～１１：５０ 鹿鳴館駐車場 １４：５０～１５：５０

　９：５０～１０：００
戸原市営住宅前 １３：４０～１４：００ 鎌野集落交差点 １０：１５～１０：３０

１４：０５～１４：２０ 百谷生活改善センター １０：４０～１０：５０
もみじ園 １４：３０～１４：５０ 上百谷公民館 １０：５５～１１：００

１０：２５～１０：５０ 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 耶馬溪中学校 １２：５０～１３：２０
やすらぎ荘

黒法師営農指導研究所 １１：００～１１：１５ 家籠 １４：３０～１４：５５

伊福 １６：１５～１６：２５

雲八幡宮付近

2016年6月～7月まで

金吉生活改善センター １５：４５～１５：５０

１６：１０～１６：２０

両畑バス停前 １１：２５～１１：３０ 寺小野 １５：０５～１５：１５
樋山路バス停

城井小学校 １５：００～１６：２０ 藤木自治公民館 １１：１０～１１：３０

１１：３５～１１：４５ 小柿山（光円寺） １５：３５～１５：５５

幸田入口バス停前 １５：５０～１５：５５

下郷小学校 １３：００～１３：３０ 折戸温泉前
宮園住宅付近 １３：４０～１３：５０

鎌城 １５：１５～１５：２５

１３：５５～１４：２０
一ツ戸バス停付近 １４：４０～１４：５５

6/ 23

6/ 17

6/ 24

「この本おすすめ」のコーナーでは、利用者の方からのおすすめの本の情報を募集しています。

用紙は耶馬溪図書館に用意しています。皆様のご協力をお願いいたします。

6/ 9

6/ 16

6/ 10

6/ 3
6/  2

7/  7

7/  21

7/ 14

7/ 28

7/ 1

7/ 15

7/ 8

7/ 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

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 8/1 2 3 4 5 6

＊■は、休館日です。 ※開館時間・・・　午前１０：００～午後６：００

硝子の太陽Noir／誉田　哲也／913.6ホ ２歳になれなかったこねこ小太郎／なりゆき　わかこ／K913ナ

はりねずみのルーチカ（5上・下）／かんの　ゆうこ／K913カ

小
学
校
中
学
年

小
学
校
高
学
年

コロッケ先生の情熱！古紙リサイクル授業／中村　文人／佼成出版社）

二日月／いとう　みく／そうえん社

茶畑のジャヤ／中川　なをみ／鈴木出版

ワンダー／R・J・パラシオ／ぽるぷ出版

ここで土になる／大西　暢夫／アリス館

大村智ものがたり／馬場　錬成／毎日出版社

アリとくらすむし／島田　たく／ポプラ社

ハーレムの闘う本屋／ヴォーンダ・ミショー・ネルソン／あすなろ書房

白いイルカの浜辺／ジル・ルイス／評論社

生きる／森越　智子／童心社

株分け・さし木・とり木・つぎ木／早川　滿生／627.1ハ ステゴサウルス／たかし　よいち／K457タ

星空を見つけよう／H・A・レイ／K443レ

秋霜／葉室　麟／913.6ハ

硝子の太陽Rouge／誉田　哲也／913.6ホ

こどもどうぶつえんのみんなの１日／福田　豊文／K480フ

すずめくんどこでごはんをたべるの？／たしろ　ちさと／KE

放っておくと怖い「足の痛みと不調」を治す本／桑原　靖／492.7イ

老眼・近視は５分でよくなる！／496.2サ

ちっちゃなトラックレッドくんとグリーンくん／みやにし　たつや／KE震災のときあったらいいもの手帖／チーム住まいと暮らし／369.3シ

タヌキメシ／額賀　澪／小学館

ABC！曙第二中学校放送部／市川　朔久子／講談社中
学
生

夜空をみあげよう／ジョン・シェリー／KE

熊本地震／369.3ク

いもうとかいぎ／石黒　亜矢子／KE目で見てわかる最新介護術／北田　信一／369キ

さかさ町／エマーソン・アンドリュース／岩波書店

木のすきなケイトさん／ジョゼフ・ホプキンズ／BL出版

シンドラーに救われた少年／レオン・レイソン／河出書房新社

高
校
生

小
学
校
低
学
年

ボタンちゃん／小川　洋子／PHP研究所

ひみつのきもちぎんこう／ふじもと　みさと／金の星社

みずたまのたび／アンヌ・クロザ／西村書店

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２月曜の１０時から、絵本の読み

聞かせをおこないます。

7月の予定は７月 11日（月）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♪



曜日 曜日

幸田入口バス停前 １５：５０～１５：５５

下郷小学校 １３：００～１３：３０ 折戸温泉前
宮園住宅付近 １３：４０～１３：５０

鎌城 １５：１５～１５：２５

１３：５５～１４：２０
一ツ戸バス停付近 １４：４０～１４：５５

2016年7月～8月まで

金吉生活改善センター １５：４５～１５：５０

１６：１０～１６：２０

両畑バス停前 １１：２５～１１：３０ 寺小野 １５：０５～１５：１５
樋山路バス停

城井小学校 １５：００～１６：２０ 藤木自治公民館 １１：１０～１１：３０

１１：３５～１１：４５ 小柿山（光円寺） １５：３５～１５：５５

１０：２５～１０：５０ 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 耶馬溪中学校 １２：５０～１３：２０
やすらぎ荘

黒法師営農指導研究所 １１：００～１１：１５ 家籠 １４：３０～１４：５５

伊福 １６：１５～１６：２５

雲八幡宮付近

１４：０５～１４：２０ 百谷生活改善センター １０：４０～１０：５０
もみじ園 １４：３０～１４：５０ 上百谷公民館 １０：５５～１１：００

　９：５０～１０：００
戸原市営住宅前 １３：４０～１４：００ 鎌野集落交差点 １０：１５～１０：３０

１４：２０～１４：４０
栃木自治公民館前 １１：４５～１１：５０ 鹿鳴館駐車場 １４：５０～１５：５０

１３：００～１３：３０
上ノ川内 １１：０５～１１：１５ 山移診療所前 １３：４５～１４：１０

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

津民診療所前 １０：４５～１０：５５ 山移小学校

耶馬溪運輸車庫前 １１：２５～１１：４０ もみじの湯

津民小学校 １３：００～１３：３０

第２
金曜
日

第４
金曜
日

ドライブレストアイビー前

三慧保育園

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

予定時間月／日 駐車地 予定時間 月／日 駐車地

「この本おすすめ」のコーナーでは、利用者の方からのおすすめの本の情報を募集し

ています。 用紙は耶馬溪図書館に用意しています。皆様のご協力をお願いい

たします。

7/  21

7/ 14

7/ 28

7/ 1

7/ 15

7/ 8

7/ 228/  18

8/ 25

8/ 5
8/ 19

8/ 12

8/ 26

7/ 7

8/ 4



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
8/1 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

＊■は、休館日です。 ※開館時間・・・　午前１０：００～午後６：００

書名・著者名・分類番号【一般】

隠密同心／小杉　健治／B913.6コ

女性ホルモンの教科書／黒住　沙織／495ク

書名・著者名・分類番号【児童】

ほんとうにあった戦争と平和の話／野上　暁／K319ホ

ねこの看護師ラディ／渕上　サトリーノ／KE

調べてなるほど！野菜のかたち／柳原　明彦／K626ヤ図解でよくわかる病害虫のきほん／有江　力／615.8ス

誰も教えてくれない”老老地獄”を回避する方法／山崎　宏／369.2ヤ

福沢諭吉の『学問のすゝめ』／橋本　治／002ハ

旬野菜のちから～薬膳の知恵から／タナカ　トウコ／498.5タ

マンガでもっとうまくなる少年サッカー／西東社編集部／K783マ

地球のふしぎなぜ？どうして？／斎藤　靖二／K450チ

だちょうさんのたまご／村上　康成／KE

★毎月第２月曜日におこなっています読み聞かせは 、ボラ

ンティアの方の都合により８月はお休みさせていただきます。

９月の予定は9月12日（月）の10時からです。お楽しみに♪

★図書館だより７月号の課題図書の高校生の部に書いて

あった「タヌキメシ」は「タスキメシ」の間違いです。訂正して

お詫びいたします。

『しゃらくせえ～鼠小僧伝』
谷津 矢車／幻冬舎

許嫁・お里のために盗みに入り、所払に

あった次郎吉。四年ぶりに江戸に帰ると、

非道な呉服屋、呉兵衛との祝言の予定をお里

から告げられる。呉兵衛への恨みを募らせた

次郎吉は、町の仁医・七兵衛の裏家業を手伝う

ことに・・・。

『おまつり！おまツリー！！』
林 木林／絵本塾出版

おまつりが大好きなおまツリーが、

走ってきました。「わーい、やたいだ。

やったーい！」 そのとき、どろぼう

ロボットのドロボットが現れて・・・。ダジャレで

ゲラゲラ、絵探しでワクワク！楽しいダジャレ

絵本。

『女の甲冑、着たり脱いだり毎日が
戦なり。』
ジェーン・スー／文藝春秋

赤い口紅、七分丈レギンス、自撮り、

オーガニック、京都、ヨガ・・・。スムーズに

日常生活に営むために身につけるさまざまな

「甲冑」。持っている甲冑を見つめ直し、まだ手に

入れていない甲冑を試した著者のエッセイ。

『花嫁さん』
サワジロウ／雲母書房

ひとむかし前の花嫁さん。髪を高島田に結い

あげ、黒引き振袖に丸帯を締めた花嫁は、人生

で最も華やかな日を迎えます。夕刻、花嫁行列

は、花婿の家へと向かい・・・。懐かしい日本の

習慣を描いた高齢者向け紙芝居。



曜日 曜日

幸田入口バス停前 １５：５０～１５：５５

下郷小学校 １３：００～１３：３０ 折戸温泉前
宮園住宅付近 １３：４０～１３：５０

鎌城 １５：１５～１５：２５

１３：５５～１４：２０
一ツ戸バス停付近 １４：４０～１４：５５

2016年8月～9月まで

金吉生活改善センター １５：４５～１５：５０

１６：１０～１６：２０

両畑バス停前 １１：２５～１１：３０ 寺小野 １５：０５～１５：１５
樋山路バス停

城井小学校 １５：００～１６：２０ 藤木自治公民館 １１：１０～１１：３０

１１：３５～１１：４５ 小柿山（光円寺） １５：３５～１５：５５

１０：２５～１０：５０ 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 耶馬溪中学校 １２：５０～１３：２０
やすらぎ荘

黒法師営農指導研究所 １１：００～１１：１５ 家籠 １４：３０～１４：５５

伊福 １６：１５～１６：２５

雲八幡宮付近

１４：０５～１４：２０ 百谷生活改善センター １０：４０～１０：５０
もみじ園 １４：３０～１４：５０ 上百谷公民館 １０：５５～１１：００

　９：５０～１０：００
戸原市営住宅前 １３：４０～１４：００ 鎌野集落交差点 １０：１５～１０：３０

１４：２０～１４：４０
栃木自治公民館前 １１：４５～１１：５０ 鹿鳴館駐車場 １４：５０～１５：５０

１３：００～１３：３０
上ノ川内 １１：０５～１１：１５ 山移診療所前 １３：４５～１４：１０

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

津民診療所前 １０：４５～１０：５５ 山移小学校

耶馬溪運輸車庫前 １１：２５～１１：４０ もみじの湯

津民小学校 １３：００～１３：３０

第２
金曜
日

第４
金曜
日

ドライブレストアイビー前

三慧保育園

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

予定時間月／日 駐車地 予定時間 月／日 駐車地

8/ 18

8/ 25

9/ 16

9/ 23

「この本おすすめ」のコーナーでは、利用者の方からのおすすめの本の情報を募集しています。

用紙は耶馬溪図書館に用意しています。皆様のご協力をお願いいたします。

9/ 8

9/ 15

8/ 5

9/ 9

8/ 26

9/ 2

8/ 12

8/ 19
8/  4



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
9/1 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

＊■は、休館日です。 ※開館時間・・・　午前１０：００～午後６：００

学べるマンガ100冊／佐渡嶋　庸平／726.1マ

強い！速い！大きい！世界の生物No.1事典／今泉　忠明／K480ツ

ラストナイト／薬丸　岳／913.6ヤ

Wordのムカムカ！が一瞬でなくなる使い方／四禮　静子／336.5シ

水戸黄門／月村　了／913.6ツ

恐竜トリケラトプスとそこなしのぬま／黒川　みつひろ／KE

書名・著者名・分類番号【児童】

難聴・耳鳴り・めまいは「噛みグゼ」を正せばよくなる／長坂　斉／497.6ナ

微生物の図鑑／赤木　かん子／K465ア

おみちのかいすいよく／苅田　澄子／KE

みてろよ！父ちゃん！！／くすのき　しげのり／K913ク

書名・著者名・分類番号【一般】

怖い「血管死」を防ぐ食事＆トレーニングメソッド／野田　泰永／493.2ノ

懐かしい名歌・日本の唱歌／成美堂出版編集部／767.8ナ

ひざに「！」を感じたら読む本／橋本　三四郎／494.7ハ

プティ・パティシエール　マカロンは夢のはじまり／工藤　純子／K913ク

学校が教えないほんとうの政治の話／斎藤　美奈子／K310サ

さめ先生が教えるサメのひみつ１０／仲谷　一宏／K487ナ

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２月曜の１０時から、絵本の読み

聞かせをおこないます。

９月の予定は９月 １２日（月）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♪

『なぜ？の図鑑 魚』
本村 浩之／学研

魚は世界に何種類いるの？ 魚も

水を飲むの？ など、さまざまな魚の

「なぜ？」を写真やイラストでわかりやすく説明

する図鑑です。知っているようで知らなかった

魚について、調べてみると面白いと思いますよ。

『命がけで行ってきた知られざる日本
の秘境』

鹿取 茂雄／彩図社

この本の中に、命がけで挑む必要のある

ハイキングコースとして『耶馬渓』が掲載

されています。競秀峰の最高地点近くの「馬の

背」からの景色を眺める気持ちの余裕があるか

どうかは、人によるかもしれませんね。

『土砂災害のきほん』
佐藤 丈晴／吉備人出社

土砂災害はどのようにして起こるのか、

どういう兆候がみられるのか、どうしたら

逃げられるのか。子どもたちが土砂災害から

自分で身を守るための知識を、クイズ、すごろく、

迷路などで遊びながら身につける本です。

『シニアのための記憶力遊び＆とん
ち・言葉クイズ』

脳トレーニング研究会／黎明書房

簡単だけど、ちょっと頭をひねらないと

解けない「とんちクイズ」や、なつかしい

「なぞなぞ」、絵を記憶して答える「記憶力遊び」

などを多数収録。いつまでもボケずに長生き

できるよう、楽しみながら頭を使いましょう！



曜日 曜日

幸田入口バス停前 １５：５０～１５：５５

下郷小学校 １３：００～１３：３０ 折戸温泉前
宮園住宅付近 １３：４０～１３：５０

鎌城 １５：１５～１５：２５

１３：５５～１４：２０
一ツ戸バス停付近 １４：４０～１４：５５

2016年9月～10月まで

金吉生活改善センター １５：４５～１５：５０

１６：１０～１６：２０

両畑バス停前 １１：２５～１１：３０ 寺小野 １５：０５～１５：１５
樋山路バス停

城井小学校 １５：００～１６：２０ 藤木自治公民館 １１：１０～１１：３０

１１：３５～１１：４５ 小柿山（光円寺） １５：３５～１５：５５

１０：２５～１０：５０ 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 耶馬溪中学校 １２：５０～１３：２０
やすらぎ荘

黒法師営農指導研究所 １１：００～１１：１５ 家籠 １４：３０～１４：５５

伊福 １６：１５～１６：２５

雲八幡宮付近

１４：０５～１４：２０ 百谷生活改善センター １０：４０～１０：５０
もみじ園 １４：３０～１４：５０ 上百谷公民館 １０：５５～１１：００

　９：５０～１０：００
戸原市営住宅前 １３：４０～１４：００ 鎌野集落交差点 １０：１５～１０：３０

１４：２０～１４：４０
栃木自治公民館前 １１：４５～１１：５０ 鹿鳴館駐車場 １４：５０～１５：５０

１３：００～１３：３０
上ノ川内 １１：０５～１１：１５ 山移診療所前 １３：４５～１４：１０

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

津民診療所前 １０：４５～１０：５５ 山移小学校

耶馬溪運輸車庫前 １１：２５～１１：４０ もみじの湯

津民小学校 １３：００～１３：３０

第２
金曜
日

第４
金曜
日

ドライブレストアイビー前

三慧保育園

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

予定時間月／日 駐車地 予定時間 月／日 駐車地

9/ 16

9/ 23

9/ 2

9/  15

10/ 6

10/  20

10/ 13

10/ 27

10/ 7

10/ 21

10/ 14

10/ 28

中津市立図書館では毎年、中津市内の小学生に図書館の仕事を体験してもらう
ために一日図書館員体験を実施しています。
耶馬溪図書館でも７月２８日（木）に城井小学校 、７月２９日（金）に山移小学校 、
８月４日（木）に津民小学校、８月５日（金）に下郷小学校の児童が参加しました。
本の貸出・返却・配架（棚へ本を戻す）作業や新新刊図書に蔵書印を押す作業
など、様々な活動を通して何かを学び、思い出に残れば嬉しく思います。

9/ 9

9/  8

新刊図書に蔵書印を押す作業をしま

した。綺麗に押すことができました。

（７/28 城井小学校）

配架作業をしました。分類通りに、間違いないように書架に

戻すのが難しかったようです。元の場所にきちんと本を戻す

大切さが分かりました。（7/29 山移小学校）

本の修理をしました。図書館の資料

は、大切に扱ってくださいね。

（8/4 津民小学校）

本の貸出をしました。利用者の方への応対も上手にできて

いました。初めてやって、ドキドキしたかな？

（8/5 下郷小学校）



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 11/1 2 3 4 5

＊■は、休館日です。 ※開館時間・・・　午前１０：００～午後６：００

さわってごらんよ！よるの星／クリスティ・マシソン／KE

LGBTなんでも聞いてみよう／QWRC／K367エ

いちばんよくわかる超図解土と肥料入門／加藤　哲郎／626.1イ

血圧・血糖値が気になる人のしょうがレシピ／石原　新菜／498.5ケ

危険なビーナス／東野　圭吾／913.6ヒ

ママのスマホになりたい／のぶみ／KE

アリスのとけいえほん／加藤　綾子／KE

スタジオジブリの生きものがいっぱい／スタジオジブリ／KE

あたらしい移住のカタチ／セソコ　マサユキ／365セ

書名・著者名・分類番号【一般】

去蹴／今野　敏／913.6コ

津軽双花／葉室　麟／913.6ハ

書名・著者名・分類番号【児童】

１０歳からのお料理教室／大瀬　由生子／K596オ

『世界でもっとも貧しい大統領ホセ・
ムヒカの言葉』

ホセ・ムヒカ／双葉社

豊かさとは何だろう？ 心にしみる

スピーチで世界中に感動を与える、ウルグアイ

の元大統領ホセ・ムヒカ。”世界でもっとも貧しい

大統領”と呼ばれるムヒカのスピーチやインタ

ビューから選んだ名言を紹介しています。

『命の尊さについてぼくが思うこと』
山田 倫太郎／KADOKAWA

「２４時間テレビ」に出演し、大きな反響を

呼んだ、重い心臓の障害を抱える中学生・

山田倫太郎さんの自伝的エッセイです。

生い立ちからこれまでの人生を辿りながら、

アニメや本、いじめ、手術などを通して気づいた

メッセージを伝えています。

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２月曜の１０時から、絵本の読み

聞かせをおこないます。

１０月の予定は１０月 １７日（月）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♪

『柿づくし』
浜崎 貞弘／農山漁村文化協会

柿の加工・保存・調理がぜんぶわかる、

柿をムダなく使い切るための本です。

２週間足らずでできるスピード渋柿、あこがれ

の柿渋染め、失敗しない渋抜き、カビを出さない

干し柿、柿産地農家の料理レシピなどを収録

しています。

『君の名は。』
新海 誠／KADOKAWA

山深い田舎町に暮らす女子高校生・三葉は、

自分が男の子になる夢を見る。見慣れない部屋、

見知らぬ友人、目の前に広がるのは東京の街並み。

一方、東京で暮らす男子高校生・瀧も、山奥の町

で自分が女子高校生になる夢を見る。

やがて二人は夢の中で入れ替わっていることに

気づくが―。



曜日 曜日

幸田入口バス停前 １５：５０～１５：５５

下郷小学校 １３：００～１３：３０ 折戸温泉前
宮園住宅付近 １３：４０～１３：５０

鎌城 １５：１５～１５：２５

１３：５５～１４：２０
一ツ戸バス停付近 １４：４０～１４：５５

2016年10月～11月まで

金吉生活改善センター １５：４５～１５：５０

１６：１０～１６：２０

両畑バス停前 １１：２５～１１：３０ 寺小野 １５：０５～１５：１５
樋山路バス停

城井小学校 １５：００～１６：２０ 藤木自治公民館 １１：１０～１１：３０

１１：３５～１１：４５ 小柿山（光円寺） １５：３５～１５：５５

１０：２５～１０：５０ 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 耶馬溪中学校 １２：５０～１３：２０
やすらぎ荘

黒法師営農指導研究所 １１：００～１１：１５ 家籠 １４：３０～１４：５５

伊福 １６：１５～１６：２５

雲八幡宮付近

１４：０５～１４：２０ 百谷生活改善センター １０：４０～１０：５０
もみじ園 １４：３０～１４：５０ 上百谷公民館 １０：５５～１１：００

　９：５０～１０：００
戸原市営住宅前 １３：４０～１４：００ 鎌野集落交差点 １０：１５～１０：３０

１４：２０～１４：４０
栃木自治公民館前 １１：４５～１１：５０ 鹿鳴館駐車場 １４：５０～１５：５０

１３：００～１３：３０
上ノ川内 １１：０５～１１：１５ 山移診療所前 １３：４５～１４：１０

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

津民診療所前 １０：４５～１０：５５ 山移小学校

耶馬溪運輸車庫前 １１：２５～１１：４０ もみじの湯

津民小学校 １３：００～１３：３０

第２
金曜
日

第４
金曜
日

ドライブレストアイビー前

三慧保育園

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

予定時間月／日 駐車地 予定時間 月／日 駐車地

10/ 20

10/ 27

11/ 18

11/ 25

11/ 24

11/ 17

10/ 7

11/ 11

10/ 28

11/ 4

10/ 14

10/ 21
10/  6

10/ 13

11/ 10

戦後の１９４７年（昭和２２年）から始まった読書週間も、

今年で７０回目になりました。

１０月２７日の「文字・活字文化の日」からおよそ２週間、

１０月２７日（木）～１１月９日（水）が『秋の読書週間』に

なります。

今年の標語は、応募総数２０１３点の中から選ばれた

増井俊資さん（石川県）の「いざ、読書。」

ポスターイラストは、応募総数２９１点の中から選ばれ

た吉田ケイタさん（東京都、デザイナー）の作品です。

芸術の秋、スポーツの秋など、それぞれの『秋』がある

かと思いますが、「読書の秋」はいかがですか？ 秋の

夜長にゆっくりと読書をしてはいかがでしょうか。

標語「いざ、読書。」：増井俊資さんのことば

本を選ぶのは楽しくもあり、むずかしくもあります。好きな作家・ジャンルあるいは装丁など、

なんども目移りしながらようやく選んだ一冊は、はたして自分を震えさせてくれるのか。それ

は読んでみないとわかりません。満を持しての１ページ。いざ、読書。

ポスターイラスト：吉川ケイタさんのことば

人それぞれの「いざ、読書。」寝る前、通勤、通学中、不意に空いた時間、それは突然

やって来ます。そして、一度開けば別世界へ。本はお手軽な魔法のツールなのです。さあ

みなさん、いつでもどこでも「いざ、読書。」



　 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
11/1 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 12/1 2 3

＊■は、休館日です。

※開館時間・・・午前１０：００～午後６：００

動物と話せる少女リリアーネ　１１／タニヤ・シュテーブナー／K943シ

アナと雪の女王　まなつのパレード／斎藤　妙子／KE

しずくちゃんなぞなぞクイズブック　あいうえお編／わだ　ことみ／K798シ

書名・著者名・分類番号【一般】

シルバー川柳　6／全国有料老人ホーム協会／911.4シ

ジャングルから脱出せよ／トレイシー・ターナー／K786タ

書名・著者名・分類番号【児童】

名作おひめさまものがたり／オチアイ　トモミ／K908メ

猫と漱石と悪妻／植松　三十里／B913.6ウ

十津川警部わが愛する犬吠の海／913.6ニ

永六輔の伝言／永　六輔／770.4エ

灼熱の砂漠を脱出せよ／トレイシー・ターナー／K786タ

年を取るのが楽しくなる教養力／齋藤　孝／159サ

若冲の世界／狩野　博幸／721.4イ

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２月曜の１０時から、絵本の読み

聞かせをおこないます。

11月の予定は、１１月３日（木）１０時からと１３時から

(文化祭のため）、１１月１４日（月）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♪

『おじいちゃんのだいこうぶつ
まご』 絵本

塚本 やすし／朝日新聞出版

おじいちゃんはいつも孫がくるとメロメロ。

毎日毎日、孫が家にやってくるのを、首を

ながーくして待っていました。でも、ときどき

考えます。孫が大人になるまで、あとどれ

ぐらいの時間が必要なのだろうかと・・・・。

『超訳福澤諭吉語録』 一般書

齋藤 孝／キノブックス

終生、位階も勲等も学位も一切身に

つけない平民として生きた福澤諭吉は、権威に

屈することなく、身をもって独立自尊の主義を貫

いた。福澤の著書からまんべんなく珠玉の言葉

を拾い、現代風にわかりやすく噛み砕いて紹介

します。

『私のスポットライト』 一般書

林 真理子／ポプラ社

顔も成績もフツーな彩希。児童劇団に

入ったら、クラスの子たちに「カンチガイ」してると

言われてー。夢を見つけて、成長する中学生を

豊富な挿絵とともに描いています。

一般書と児童書が同時刊行していて、どちらも

あります。

『愛をみつけたうさぎ』 児童書

ケイト・ディカミロ／ポプラ社

持ち主の女の子に愛されていても、自分は

誰も愛していない陶器のうさぎエドワード。

ある日エドワードは女の子とはぐれてしまい、

旅に出ることに。さまざまな人に出会うなかで、

エドワードは愛すること、そして失うつらさを知

りー。※今アメリカの児童文学作家でもっとも

輝いている（ニューヨーク・タイムズ紙ブック

レビュー）ディカミロの作品です。



曜日 曜日駐車地 予定時間 駐車地 予定時間
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

津民診療所前 １０：４５～１０：５５ 山移小学校 １３：００～１３：３０

上ノ川内 １１：０５～１１：１５ 山移診療所前 １３：４５～１４：１０

耶馬溪運輸車庫前 １１：２５～１１：４０ もみじの湯 １４：２０～１４：４０

１１：４５～１１：５０ 鹿鳴館駐車場 １４：５０～１５：５０

津民小学校 １３：００～１３：３０ ドライブレストアイビー前 　９：５０～１０：００

栃木自治公民館前

戸原市営住宅前 １３：４０～１４：００ 鎌野集落交差点 １０：１５～１０：３０

三慧保育園 １４：０５～１４：２０ 百谷生活改善センター １０：４０～１０：５０

１４：３０～１４：５０ 上百谷公民館 １０：５５～１１：００

城井小学校 １５：００～１６：２０ 藤木自治公民館 １１：１０～１１：３０

もみじ園

下郷保育所 ９：５０～１０：２０ 耶馬溪中学校 １２：５０～１３：２０

やすらぎ荘 １０：２５～１０：５０ 鹿鳴館駐車場 １３：４０～１４：１０
黒法師営農指導研究所 １１：００～１１：１５ 家籠 １４：３０～１４：５５

両畑バス停前 １１：２５～１１：３０ 寺小野 １５：０５～１５：１５

鎌城 １５：１５～１５：２５

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

月／日 月／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

伊福 １６：１５～１６：２５

幸田入口バス停前 １５：５０～１５：５５

金吉生活改善センター １５：４５～１５：５０

雲神社付近 １３：５５～１４：２０

一ツ戸バス停付近 １４：４０～１４：５５

小柿山（光円寺） １５：３５～１５：５５

折戸温泉前 １６：１０～１６：２０

2016年11月～12月まで

11/17

12/ 1

12/15

11/10

11/24

12/22

11/ 4

11/18

12/16

11/11

11/25

１２月なし

12/ 2

『旅とオーガニックと幸せと』
星野 紀代子／コモンズ

旅人と有機農家をつなぐ仕組み

WWOOF（ウーファー）に登録している

農家の幸せ度は、日本人平均より大幅

に高い。それはなぜか。

旅、WWOOF,有機農という生き方を

キーワードに、幸せで気持ちのよい生き

方とはどんなものかを探ります。

耶馬溪でも募集しています。

豊かな自然と便利性、きっと住みたくなる「中津市」。中津市は移住を応援
しています。移住された方も、移住を考えている方も、そうでない方も、興味の
ある方は是非！

『あたらしい移住のカタチ』
セソコ マサユキ／マイナビ

今、自分が心地よく暮らせる場所を

求めて、移住を決断する人が増えてい

ます。彼らの言葉には、移住に興味が

ある、もしくは移住した人たちにも、そし

てあたらしい暮らしを模索したいと思っ

ている人にも参考になる、自分らしく

暮らすためのヒントが詰まっています。

現在子育て中の方も、孫育ての方も、知り合いの方が子育て中の方も、
そうでない方も、子育ての参考になればと【子育て応援】のコーナーを作り
ました。
【ヤングコーナー】には、中学生～高生向けの本をそろえました。たくさん
の本の中から、どんな本を読めばいいか迷ったら見て下さい。
場所が分からない時など、お気軽に声をかけて下さい。



　 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 3 4 5 6 7

＊■は、休館日です。 ※開館時間・・・午前１０：００～午後６：００

くつしたしろくん／ザ・キャビンカンパニー／KE

あきとふゆ　はたけのごちそうなーんだ？／すずき　もも／KE

みかんのめいさんち／平田　昌広／KE

書名・著者名・分類番号【一般】

頭痛をスッキリ治す本／寺本　純／493.7テ

毎朝１０回の「深い呼吸」で体が変わる／藤　麻美子／498.3フ

自然あそびフィールドブック／ケイ・マグワイア／K400マ

書名・著者名・分類番号【児童】

お悩み解決！ズバッと同盟／吉田　桃子／K913ヨ楽しい介護レクリエーション／富永　雅美／369.2ト

小説映画溺れるナイフ／ジョージ朝倉／K913マ怒らニャい禅語／枡野　俊明／188.8マ

超ノート術／佐藤　ねじ／002.7サ

つくって楽しむわら工芸／瀧本　広子／583.9ツ

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２月曜の１０時から、絵本の読み

聞かせをおこないます。

１２月の予定は、１２月１２日（月）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♪

『デトロイト美術館の奇跡』 一般書
原田 マハ／新潮社

綺羅星のようなコレクションを誇る美術館

が、市の財政難から存続の危機にさらされる。

市民の暮らしと前時代の遺物、どちらを選ぶ

べきか・・・。

アメリカで本当に起こった、ささやかで偉大な

奇跡の物語です。

『十二支のおもちつき』 絵本
すとう あさえ／童心社

今年もそろそろおしまいです。夜遅くに

やってきた、お腹をすかせたねずみに、おじいさ

んとおばあさんは、もちつき用のもちごめをわけ

てあげました。

次の日、ねずみがやってきて、「お礼に餅つき

を手伝います」と一緒につれてきたのは・・・！？

『新聞力』 児童書
齋藤 孝／筑摩書房

新聞２週間分のスクラップ経験で、一気に

社会に詳しくなる。コラムの書き写しが、論文・

レポートの執筆に役立つ。「新聞整理ノート」作り

で、自分独自の見方が鍛えられる・・・。

教養が身につく最強ツール「新聞」の読み方、

活用のしかたを紹介します。

『家族で地方移住、はじめました。』
一般書

移住ライフ研究会／洋泉社

地方移住して見つけた、ゆたかな暮らし。都市

部から地方へ移住した20～40代の家族14組が、

移住してよかったこと、大変なこと、変わったこと

を語る。初めての地方移住マニュアル、地方移

住に役立つ支援制度ガイドも収録しています。



曜日 曜日駐車地 予定時間 駐車地 予定時間
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

津民診療所前 １０：４５～１０：５５ 山移小学校 １３：００～１３：３０

上ノ川内 １１：０５～１１：１５ 山移診療所前 １３：４５～１４：１０

耶馬溪運輸車庫前 １１：２５～１１：４０ もみじの湯 １４：２０～１４：４０

１１：４５～１１：５０ 鹿鳴館駐車場 １４：５０～１５：５０

津民小学校 １３：００～１３：３０ ドライブレストアイビー前 　９：５０～１０：００

栃木自治公民館前

戸原市営住宅前 １３：４０～１４：００ 鎌野集落交差点 １０：１５～１０：３０

三慧保育園 １４：０５～１４：２０ 百谷生活改善センター １０：４０～１０：５０

１４：３０～１４：５０ 上百谷公民館 １０：５５～１１：００

城井小学校 １５：００～１６：２０ 藤木自治公民館 １１：１０～１１：３０

もみじ園

下郷保育所 ９：５０～１０：２０ 耶馬溪中学校 １２：５０～１３：２０

やすらぎ荘 １０：２５～１０：５０ 鹿鳴館駐車場 １３：４０～１４：１０
黒法師営農指導研究所 １１：００～１１：１５ 家籠 １４：３０～１４：５５

両畑バス停前 １１：２５～１１：３０ 寺小野 １５：０５～１５：１５

鎌城 １５：１５～１５：２５

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

月／日 月／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

伊福 １６：１５～１６：２５

幸田入口バス停前 １５：５０～１５：５５

金吉生活改善センター １５：４５～１５：５０

雲神社付近 １３：５５～１４：２０

一ツ戸バス停付近 １４：４０～１４：５５

　　　　　　　　　　2016年12月～2017年1月まで

小柿山（光円寺） １５：３５～１５：５５

折戸温泉前 １６：１０～１６：２０

12/ 1

12/15

12/22

12/ 2

1/20

1/13

１２月なし
1/ 5

1/19

1/12

1/26

12/16

1/ 6

1/27

図書館資料を汚損・破損、書き込み、折り曲げたりされますと、次に
借りる方が不快な思いをされます。また、図書館資料は個人のもので
はなく、図書館を利用されるみんなの財産です。図書館資料を大切に
扱うようにお願いします。

本や雑誌などがキライなこと
★書き込み、落書きはしないで下さい。ボールペンやマジックなどで
書かれると、消せずに困ります。鉛筆も痕が残りますのでやめて下さい。
★食べ物、飲み物、水は大敵です。食べ物・お菓子などの食べカスなど
をこぼしたら、シミになります。また、雨や飲み物によって資料がぬれ、
使えなくなってしまう事があります。雨の日は、ビニールやかばん等に
入れるなどして、ぬれないようにご注意ください。
★曲げたり、折ったり、折り癖をつけないで下さい。どこまで読んだのか
などの目印として、折り目をつけるのはやめましょう。また、本を伏せた
ままにしたり、大きく開いたままにされるとページが曲がったり、折れ癖
がついてしまいます。しおりを使うようにしましょう。
★破かないでください。あやまって破いてしまったり、破れているのを
見つけた場合、セロハンテープなどで修理せず、そのままの状態で
職員に声をかけて下さい。図書館で修理をおこないます。
★無断持ち出しをしないで下さい。きちんと貸出の手続きをしてから、
借りて帰って下さい。資料を持ち出されると、どこへ行ったか分からずに
不明本になってしまいます。



　 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
1/1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 25 25 26 27 28

29 30 31 2/1 2 3 4

＊■は、休館日です。

※開館時間・・・午前１０：００～午後６：００

ふくはなにからできてるの？／佐藤　哲也／KE

靴のお手入れ新常識／安富　好雄／589.2ク

スーパービジュアル恐竜図鑑／ジョン・ウッドワード／K457ウ

ハリー・ポッターと呪いの子／J・K・ローリング／K932ソ

百姓が書いた有機・無農薬栽培ガイド／大内　信一／615オ

書名・著者名・分類番号【一般】

笑って楽しい！高齢者レクリエーション／たっきゅうさん／369.2タ

この三つの言葉で、勉強好きな子どもが育つ／齋藤　孝／379.9サ

スター・オブ・デルトラ　１／エミリー・ロッダ／K933ロ

書名・著者名・分類番号【児童】

ドラえもんはじめての論語／安岡　定子／K123コ

火を使わないで作るごはん／寺西　恵里子／K596テ

ラクラクお掃除新津式汚れ落とし術／新津　春子／597.9ニ

ゲッターズ飯田の縁のつかみ方／ゲッターズ飯田／148ケ

『未来のために学ぶ四大公害病』
児童書

除本 理史／岩崎書店

水俣病、新潟水俣病、イタイイタイ病、

四日市ぜんそく。教科書にも出てくる

四大公害病について、横断的に調べることが

できる一冊です。現在も続く四大公害の被害を

考えます。

『ただ生きていく、それだけで
素晴らしい。』 一般書

五木 寛之／ＰＨＰ研究所

「不条理であることを悩まなくていい」「人生の

目的を求め続ける、それこそが人生」「悩むこと

は、何かを生み出す一歩手前かもしれない」など、

生きづらさを感じている人や未来への漠然とした

不安を感じている人に贈る、珠玉のメッセージ集。

『ぐるぐるの図書室』 児童書

工藤 純子 ／講談社

不思議な司書から、不思議な本と出会う

きっかけを渡された小学５年生の子どもたちは、

それぞれのラビリンスに迷い込み・・・。

児童文学のトップランナー５人が、ひとつの

テーマ、「図書室」に挑んだ競作リレー小説、ここ

に完成！

『本物の学力・人間力がつく
尾木ママ流自然教育論』 一般書

尾木 直樹／山と渓谷社

学力も生きる力も、みんな自然体験が叶えてく

れる! いじめ、不登校、勉強が出来ない、親子

の断絶、スマホ中毒、ライン地獄・・・。子育ての

悩みを、尾木ママが解決! フィールド・自然の中

での教育の重要性を初めて説きます。

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２月曜の１０時から、絵本の読み

聞かせをおこないます。

１月の予定は１月 １６日（月）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♪



曜日 曜日

2016年10月

2015年3月
2015年4月
2015年7月
2015年11月
2016年8月

くつしたしろくん
ひげらっぱ

ほこほこのがっこう
ハテナはかせのへんてこいきもの
はみがきあわこちゃん
おならくらげ
ケチャップれっしゃ

タイトル 出版社 出版年
だいおういかのいかたろう
よるです

2014年2月
2014年12月

駐車地 予定時間 駐車地 予定時間月／日 月／日
   2017年1月～2月まで

鈴木出版
偕成社
小学館
偕成社
鈴木出版
ささき　あり／作　フレーベル館

鈴木出版
鈴木出版
ひさかたチャイルド

2016年10月

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

津民診療所前 １０：４５～１０：５５ 山移小学校 １３：００～１３：３０

永岩消防車庫前 ９：５５～１０：１０

ドライブレストアイビー前 　９：５０～１０：００

栃木自治公民館前

戸原市営住宅前 １３：４０～１４：００ 鎌野集落交差点 １０：１５～１０：３０

上ノ川内 １１：０５～１１：１５ 山移診療所前 １３：４５～１４：１０

耶馬溪運輸車庫前 １１：２５～１１：４０ もみじの湯 １４：２０～１４：４０

１１：４５～１１：５０ 鹿鳴館駐車場 １４：５０～１５：５０

１３：００～１３：３０

１１：００～１１：１５ 家籠 １４：３０～１４：５５

百谷生活改善センター １０：４０～１０：５０

１４：３０～１４：５０ 上百谷公民館 １０：５５～１１：００

城井小学校 １５：００～１６：２０ 藤木自治公民館 １１：１０～１１：３０

もみじ園

耶馬溪中学校 １２：５０～１３：２０

やすらぎ荘 １０：２５～１０：５０ 鹿鳴館駐車場 １３：４０～１４：１０
黒法師営農指導研究所

寺小野 １５：０５～１５：１５

鎌城 １５：１５～１５：２５

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

小柿山（光円寺） １５：３５～１５：５５

折戸温泉前 １６：１０～１６：２０

にょっ！ 小学館 2016年12月

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

伊福 １６：１５～１６：２５

幸田入口バス停前 １５：５０～１５：５５

金吉生活改善センター １５：４５～１５：５０

雲神社付近 １３：５５～１４：２０

一ツ戸バス停付近 １４：４０～１４：５５

両畑バス停前 １１：２５～１１：３０

下郷保育所 ９：５０～１０：２０

三慧保育園 １４：０５～１４：２０

津民小学校
2/17

2/10

1/ 5

1/19

1/12

2/23

2/ 3

2/24

2/ 2

2/16

1/26

2/ 9

1/ 6

1/20

1/13

1/27

皆さんは、大分市在住の絵本作家「ザ・キャビンカンパニー」って知っています

か？

ザ・キャビンカンパニーは夫婦ユニットで、由布市狭間町にある廃校になった

小学校舎をアトリエに活動しています。

小さな子どもから楽しめる、シンプルで読み聞かせにぴったりな作品を多数

発表しています。

その中から、最新刊の『にょっ！』を紹介したいと思います。

【広く深く美しい海から、「にょっ！」と飛び出してきたあれ、なあに？

人魚のポニーテール？ かぶとむしの角？ また何かが飛び出してきた！

頭が柔らかくなるアイデアに溢れた、新感覚の問答絵本。】

下の一覧は、中津市立図書館に所蔵している、ザ・キャビンカンパニーの作品

です。気になった作品がありましたら、ぜひ読んでみて下さい。(2016年12月現在）



　　※入場無料です！託児も行っています。（事前申し込みが必要です）

　　　

脳が驚いて活性化！毎日だまし絵で脳トレ／竹内　龍人／145.5タ まんがでわかる日本の古典大事典／吉野　朋美／K910マ

心の嵐を青空に／美輪　明宏／159ミ にょっ！／ザ・キャビンカンパニー／KE

98歳。心して「一人」を楽しく生きる／吉沢　久子／914.6ヨ なつみはなんにでもなれる／ヨシタケ　シンスケ／KE

いつも笑顔でいられる楽々、感情コントロール／和田　秀樹／141.6ワ めざせ名探偵激ムズ推理クイズ／大西　憲司／K798オ

　　　　　　　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）

書名・著者名・分類番号【一般】 書名・著者名・分類番号【児童】

僕らが毎日やっている最強の読み方／池上　彰／002.7イ 授業が楽しくなる教科別マジック　１／土門　トキオ／K779ト

講師：榊原 洋一 氏 （NPOブックスタート 理事 、お茶の水女子大学 副学長）
日時：平成２９年２月１９日（日）

１３：３０～１５：００（開場１３：００）
場所：中津市立小幡記念図書館 研修室
託児申し込みの問い合わせ先、下記までお申し込みください。
【お問合せ】中津市立小幡記念図書館 ℡：０９７９－２２－０６７９

『年月日』 一般書

閻 連科／白水社

千年に一度の大日照りの年。一本のトウモロ

コシの苗を守るため、村に残った老人と盲目の

犬は、わずかな食料をネズミと奪い合い、水を

求めてオオカミに立ち向かう。命をつなぐため、

老人が選んだ驚くべき最後の手段とは？

魯迅文学賞、『小説月報』百花賞、上海優秀

小説賞、フランス国家翻訳賞を受賞しています。

『ぼくらは地方で幸せを見つける』
一般書 指出 一正／ポプラ社

「豊かな社会」の尺度が変わる。若者が主役！

の新しいまちづくり。人口増加や経済効果重視

の観光化ではなく、若い世代が中心となり、全国

から人が集まるまちがある。未来への手ごたえ

を感じ、仲間を巻き込みながら、地方の底力を

引き出す秘訣はなんなのか。「若者」×「ローカ

ル」に学ぶ、暮らし方、働き方を紹介しています。

長い間、赤ちゃんは真っ白な紙のような存在だと考えられてきました。
でも現在では、様々な研究から、赤ちゃんは生まれながらにして多くの能力を
持っていることが分かっています。赤ちゃんの驚くべき力の数々を、読み聞かせ
など具体的な研究事例を交えてわかりやすく話していただけます。
知っているようで知らない赤ちゃんのことを、楽しく探求してみませんか！



曜日 曜日

伊福 １６：１５～１６：２５

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

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

１１：３５～１１：４５ 小柿山（光円寺） １５：３５～１５：５５

下郷小学校 １３：００～１３：３０ 折戸温泉前 １６：１０～１６：２０

第１
木曜
日

第３
木曜
日

永岩消防車庫前 ９：５５～１０：１０

１０：２５～１０：５０ 鹿鳴館駐車場

第２
木曜
日

第４
木曜
日

下郷保育所 ９：５０～１０：２０ 耶馬溪中学校

両畑バス停前 １１：２５～１１：３０ 寺小野

津民小学校 １３：００～１３：３０

百谷生活改善センター

津民診療所前

１２：５０～１３：２０

やすらぎ荘 １３：４０～１４：１０
黒法師営農指導研究所 １１：００～１１：１５ 家籠 １４：３０～１４：５５

１５：０５～１５：１５

樋山路バス停

１０：５５～１１：００

城井小学校 １５：００～１６：２０ 藤木自治公民館 １１：１０～１１：３０

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

戸原市営住宅前 １３：４０～１４：００ 鎌野集落交差点 １０：１５～１０：３０

三慧保育園 １４：０５～１４：２０ １０：４０～１０：５０

もみじ園 １４：３０～１４：５０ 上百谷公民館

１１：２５～１１：４０ もみじの湯 １４：２０～１４：４０

栃木自治公民館前 １１：４５～１１：５０ 鹿鳴館駐車場 １４：５０～１５：５０

１０：４５～１０：５５ 山移小学校 １３：００～１３：３０

上ノ川内 １１：０５～１１：１５ 山移診療所前 １３：４５～１４：１０

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

2017年2月～3月まで
月／日 駐車地 予定時間 月／日 駐車地 予定時間

2/17

2/10

2/23

2/ 3

2/24

2/ 2

2/16

2/ 9

3/ 2

3/16

3/ 9

3/23

3/ 3

3/17

3/10

3/24

株式会社沖代建設工業様より耶馬溪図書館へ図書を10冊ご寄贈いただきま
した。
山﨑代表取締役は、「耶馬溪地区の工事が無事に進捗しているのは地元の
方々のご理解とご協力のおかげであり、感謝の気持ちとして耶馬溪の方々に
喜んでいただきたいと書籍の寄贈を考えました。工事に関する絵本を中心に
選んでいるので、耶馬溪の子どもたちに楽しく読んでもらい、興味、関心を持って
もらえれば大変うれしく思います」と話されました。
ご寄贈いただきました図書は、広く利用者の皆様に提供してまいります。
ぜひご利用ください。

寄贈図書

・『ダムをつくったお父さんたち』（かこさとし 文・絵、偕成社）

・『みんなが知りたい超高層ビルの秘密』（尾島俊雄 著、ソフトバンククリエイ

ティブ）

・『はたらくクルマ Vol.7』（ネコ・パブリッシング）

・『はたらくくるま みちをつくる』（こもりまこと 作、教育画劇）

・『巨大重機の世界』（高石賢一 著、東京書籍）

・『地下鉄のできるまで』（加古里子 作、福音館書店）

・『ざっくん!ショベルカー』（竹下文子 作、偕成社）

・『クレーンクレーン』（竹下文子作、偕成社）

・『のろまなローラー』（小出正吾 作、福音館書店）



　 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
3/1 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、休館日です。

※開館時間・・・午前１０：００～午後６：００

書名・著者名・分類番号【一般】

野菜別からだに効く作りおき薬膳／武　鈴子／498.5ヤ

マンガで身につく超高速勉強法／椋木　修三／379.7ム

書名・著者名・分類番号【児童】

伝えることから始めよう／高田　明／289.1タ 南極のサイエンス／藤子・F・不二雄／K402ナ

大人の気づかい／坂東　眞理子／159ハ

「すぐやる人」と「やれない人」の習慣／塚本　亮／159ツ

いまさら聞けない健康の常識・非常識／池谷　敏郎／498.3イ

はじめてのなぜなにふしぎえほん／てづか　あけみ／K031テ

ぶたさんちのひなまつり／板橋　敦子／KE

君と100回目の恋／Chocolate Records／K913ワ

きみに聞いてほしい／バラク・オバマ：述／K319オ

おばあちゃんのひなまつり／計良　ふき子／KE

『正しい目玉焼きの作り方』 児童書

森下 えみこ／河出書房新社

洗濯の基本、アイロンのかけ方、ご飯の炊き方、

包丁の基本、掃除のシンプルな４つの手順、

手縫いの基本・・・。なんとなくやってきたことを

見直そう！ 生活力のある大人になれるように、

学校の「家庭科」の授業で習ったことを、マンガ

やイラストを交えておさらいします。

『くすりになる味噌汁』 一般書

川上 文代／ぴあ

老化防止、がん予防、美肌効果・・・健康効果

が注目される味噌汁。基本の味噌汁から、具だ

くさんの味噌汁、変わり味噌汁まで、さまざまな

味噌汁を紹介しています。お椀に入れてお湯を

注ぐだけで本格的な味噌汁ができる味噌玉の

作り方も紹介しています。いつもと違う味噌汁を

作る参考になさってはいかがでしょうか？

『だいおういかのいかたろう』 絵本

ザ・キャビンカンパニー／鈴木出版

湖で凍ってしまった、だいおういかのいかたろう。

ゆめたくんは、先生やお友達と一緒に、ポットに

お湯を入れて助けて行くことに・・・。

「いかたろうのいかダンス」の振り付けと楽譜も

収録した大型絵本で、読み聞かせ用テキスト付

です。

『世界でいちばんおいしいお米と
ごはんの本』 一般書

澁谷 梨絵／ワニブックス

あなたはまだ本当のおいしいごはんを知らな

い！５ツ星お米マイスターが、ごはんの炊き方

はもちろん、お米の買い方から、冷凍保存した

ごはんのおいしい解凍法までを徹底解説。

雑炊、炊き込み、混ぜごはんなどのレシピも

付いています。

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２月曜の１０時から、絵本の読み

聞かせをおこないます。

３月の予定は３月１３日（月）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♪



曜日 曜日

小学館

『罪の声』

『みかづき』

『蜜蜂と遠雷』

『夜行』

恩田　陸（著）
幻冬舎　（第１５６回直木賞受賞）

森見　登美彦（著）

森　絵都（著）
集英社

作品名 作品名

『i』
西　加奈子（著）
ポプラ社

『暗幕のゲルニカ』
原田　マハ（著）

新潮社

『桜風堂ものがたり』

『ツバキ文具店』
小川　糸（著）
幻冬舎

塩田　武士（著）
講談社

村山　早紀（著）
PHP研究所

　　　『コーヒーが冷めないうちに』

川口　俊和（著）
サンマーク出版

『コンビニ人間』

月／日 月／日

村田　沙耶香（著）
文藝春秋（第155回芥川賞受賞）

2017年3月～４月まで

戸原分譲住宅 １０：００～１０：３０

三尾母公民館付近 １０：４０～１１：２０

駐車地 予定時間 駐車地 予定時間

山移小学校 １３：００～１３：３０

ドライブレストアイビー前 　９：５０～１０：００

栃木自治公民館前

鎌野集落交差点 １０：１５～１０：３０

上ノ川内 １１：０５～１１：１５ 山移診療所前 １３：４５～１４：１０

耶馬溪運輸車庫前 １１：２５～１１：４０ もみじの湯 １４：２０～１４：４０

１１：４５～１１：５０ 鹿鳴館駐車場 １４：５０～１５：５０

百谷生活改善センター １０：４０～１０：５０

１４：３０～１４：５０ 上百谷公民館 １０：５５～１１：００

城井小学校 １５：００～１６：２０ 藤木自治公民館 １１：１０～１１：３０

もみじ園

耶馬溪中学校 １２：４０～１３：１０

やすらぎ荘 １０：２５～１０：５０ 鹿鳴館駐車場 １３：４０～１４：１０

下郷保育所 ９：５０～１０：２０

黒法師営農指導研究所 １１：００～１１：１５ 家籠 １４：３０～１４：５５

寺小野 １５：０５～１５：１５両畑バス停前 １１：２５～１１：３０

鎌城 １５：１５～１５：２５

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

一ツ戸バス停付近 １４：４０～１４：５５

小柿山（光円寺） １５：３５～１５：５５

折戸温泉前 １６：１０～１６：２０

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

伊福 １６：１５～１６：２５

幸田入口バス停前 １５：５０～１５：５５

金吉生活改善センター １５：４５～１５：５０

雲神社付近 １３：５５～１４：２０

三慧保育園 １４：０５～１４：２０

津民小学校 １３：００～１３：３０

永岩消防車庫前 ９：５５～１０：１０

戸原市営住宅前 １３：４０～１４：００

津民診療所前 １０：４５～１０：５５

津民保育所 １０：２０～１０：４０３/ ２

３/１６

３/ ９

３/ ３

３/１７

３/１０

３/２４

「本屋大賞」は、新刊書の書店（オンライン書店も含みます）で働く書店員の投票で決定する

ものです。過去一年の間、書店員自身が自分で読んで「面白かった」、「お客様にも薦めた

い」、「自分の店で売りたい」と思った本を選び投票します。

一次投票を昨年11月1日より本年1月3日まで行い、全国の446書店、書店員564人の投票

がありました。

その集計の結果、上位10作品が｢2017年本屋大賞｣ノミネート作品として決定しました！

興味のある方はぜひ、予約を入れて読んでみてください。

４/ ６

４/１３

４/２７

４/ ７

４/２１

４/１４

４/２８
３/２３

４/２０


