
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
3/28 29 30 31 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

＊■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】

母影／尾崎　世界観／913.6オ

それでも,陽は昇る／真山　仁／913.6マ

大人の発達障害／太田　晴久／493.7オ

うさぎのモニカのケーキ屋さん／小手鞠　るい／Ｋ913コ

ペットボトルで育てよう　むし／谷本　雄治／Ｋ486タ農家が教える草刈り・草取りのコツと裏ワザ／農文協／615.6ノ

世にも奇妙な商品カタログ6／地図十行路／Ｋ913チ6

もしものための防犯ゼミナール／Ｋ368モ

羊は安らかに草を食む／宇佐美　まこと／913.6ウ

にくにくしろくま／柴田　ケイコ／ＫＥ

『処方箋のないクリニック』
一般書 仙川 環／小学館

緑内障、高血圧、感染症、肥満、アトピー。

患者と家族の一大事は、ごくありふれた

病気から始まった。

規格外の名医・青島倫太郎が、病気でこじ

れた人間関係にメスをいれる！

現代の赤ひげ先生が、鮮やかに患者と

家族のトラブルを解決するお医者さん小説

です。

『気温が1度上がると、どうなるの？』
児童書 Ｋ．Ｓ．シュライバー／西村書店

気温が1度上がると、何が起こるので

しょう？

「気候変動」とはどういうことなのかを、

豊富なイラストで幅広く紹介。

人間のさまざまな活動は自然環境にどう

影響しているのか・・・。

私たちの未来と地球を守ることについて

考える本です。

耶馬渓図書館では、こどもの読書週間に合わせて

下記のイベントを開催する予定です。

★本の展示★
普段はあまり見かけることがない大型絵本を取り

揃えて展示します。

★しおりのプレゼント★
数に限りがありますので無くなり次第終了となります。



曜日 曜日

１４：１５～１４：３５ 鎌野集落交差点

１３：５５～１４：２０

１０：３０～１１：００

上ノ川内 １１：０５～１１：１５ 山移公民館 １３：１５～１３：４５

三慧保育園

鹿鳴館駐車場

戸原市営住宅前 １３：４０～１４：００

もみじ園

城井小学校 １５：００～１６：２０

１０：２５～１０：５０

予定時間

９：５０～１０：００

津民保育所 １０：２０～１０：４０ 三尾母公民館付近 １０：１０～１０：２５

１５：５０～１６：００

樋山路バス停

折戸温泉前

小柿山（光円寺） １５：２５～１５：３５

寺小野 １４：４５～１４：５５下郷小学校 １２：４５～１３：３０

宮園住宅付近 １３：４０～１３：５０

雲神社付近

１１：３５～１１：４５ 家 籠 １４：３０～１４：４０

耶馬溪中学校 １２：４０～１３：１０

やすらぎ荘

１５：０５～１５：５０

  ９：５０～１０：２０

１０：１５～１０：３０

第２
金曜
日

第４
金曜
日

ドライブレストアイビー前

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

１１：２５～１１：４０ 山移診療所前

１１：４５～１１：５０ もみじの湯

１４：００～１４：２５

１４：３５～１４：５５

２０２1年4月～5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

月／日 駐車地 予定時間 月／日 駐車地

　９：５０～１０：００

第１
金曜
日

第３
金曜
日

戸原分譲住宅

第２
木曜
日

第４
木曜
日

津民小学校 １２：４５～１３：３０

伊 福 １６：０５～１６：１５

一ツ戸バス停付近 １４：４０～１４：５０

鎌 城 １５：１０～１５：２０

金吉生活改善センター １５：３５～１５：５０

１１：２５～１１：３０

１１：００～１１：１５黒法師営農指導研究所

両畑バス停前

下郷保育所

４/１５

４/２２

５/ ６

４/ ２

５/２７

５/１４

５/ ７

４/２３

移動図書館車の運行時間

変更のお知らせ

５/２０

４/ ８

５/１３

５/２８

４/ ９

５/２１

４/１６

4月より、色をつけている所の時間を
変更しました。ご利用の際は再度確認を
お願いします。たくさんの方々のご利用
をお待ちしております。

(*^-^*)

ご不明な点は耶馬渓図書館まで

ご連絡ください。

☎ 0979-54-3111



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 5

＊■は、休館日です。

※開館時間・・・午前１０：００～午後５：００

だれの子？／坂東　元／Ｋ480タ

書名・著者名・分類番号【一般】 書名・著者名・分類番号【児童】

その扉をたたく音／瀬尾　まいこ／913.6セ

ノラネコぐんだんと金色の魔法使い／工藤　ノリコ／Ｋ913ク

袋栽培でかんたん野菜づくり／麻生　健洲／626.9ア

孫育ての新常識／小屋野　恵／599オ

みんなとおなじくできないよ／湯浅　正太／ＫＥ

すきなことにがてなこと／新井　洋行／ＫＥ

ミスしない大百科／飯野　謙次／336.5イ

小さな神たちの祭り／内館　牧子／913.6ウ

大儀／今野　敏／913.6コ

ざんこく探偵の生きもの事件簿／一日一種／Ｋ460サ

伝統工芸のよさを伝えよう／増田　勝彦／Ｋ750テ

『にげてさがして』
児童書 ヨシタケ シンスケ／赤ちゃんとママ社

きみの足は、やばいものから逃げるため、そ

れから、君を守ってくれる人やわかってくれ

る人を探して、その人のところへ行くために

ついている・・・。逃げることで新しい可能性

に出会えることを伝える絵本です。

●子供読書週間

5月１２日まで大型絵本を展示しています。

しおり・折り紙等のプレゼントもあります。

たくさんのご来館お待ちしております。

●予約が多い新刊本のお声かけをしています。

気軽に職員にお尋ねください。(^▽^)/

『 ニッポン第一号ものがたり』
児童書 楠木 誠一郎／講談社

日本で初めてかき氷を食べたのはあの人

だった！最古のカレー、和製ロボット初号機、

ＵＦＯの初着陸など、 いろんなジャンルの

「ニッポン第一号」を、その周辺マメ知識ととも

に楽しく紹介した本です。

『かんたん味つけの黄金比
ポン酢とマヨは1：1がいい』
一般書 倉橋 利江 新星出版社

一生使える、超かんたんな19の味付けの

黄金割合を紹介。調味料の比率と共に

レシピを掲載し、代替食材やおいしく作る

ためのコツを伝授。作り置きおかずの保存期

間も示した本です。

『無農薬菜園はじめよう』
一般書 麻生 健洲／家の光協会

身近な道具や環境をうまく使えば、ラク

して無農薬栽培が実現できる。

ペットボトルで害虫捕獲、花を植えて雑草

防止など役立つテクニック50を紹介した

本です。



曜日 曜日

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

伊福 １６：０５～１６：１５

一ツ戸バス停付近 １４：４０～１４：５０
鎌城 １５：１０～１５：２０

金吉生活改善センター １５：３５～１５：５０

宮園住宅付近 １３：４０～１３：５０

藤木自治公民館 １１：１０～１１：３０
黒法師営農指導研究所

寺小野 １４：４５～１４：５５

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

下郷小学校 １２：４５～１３：３０
小柿山（光円寺） １５：２５～１５：３５

１１：３５～１１：４５ 家籠 １４：３０～１４：４０

雲神社付近 １３：５５～１４：２０ 折戸温泉前

山移公民館 １３：１５～１３：４５

１４：１５～１４：３５ 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 １２：４５～１3：３０ 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

１５：５０～１６：００

樋山路バス停

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 　９：５０～１０：００
津民保育所 １０：２０～１０：４０ 三尾母公民館付近 １０：１０～１０：２５

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 １０：３０～１１：００
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
２０２1年５月～６月まで

自分らしく暮らす人の「家時間」／主婦の友社／590シ

ＤＩＹで作る猫との暮らし／592.7テ

一生使えるレシピ／中村　奈津子／596ナ

じいじ、最後まで看るからね／高橋　里華／916タ

家族の味／平野　レミ／596.0ヒ

嘘かまことか／平岩　弓枝／914..6ヒ

富岡製糸場／田村　仁／Ｋ632タ

北里柴三郎と千円札物語／オフィス303／Ｋ337キ

池の水なぜぬくの？／安斉　俊／Ｋ481ア

みつばちと少年／村上　しいこ／Ｋ913ム

おかしのずかん／大森　裕子／ＫＥ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　児　童　書

めがねめがね／tupera tupera/KEたけのこなんのこ？／Ｋ657タ

働きアリに花束を／爪　切男／914.6ツ

もしも徳川家康が総理大臣になったら／眞邊　明人／913.6マ

おべんとばこさんこんにちは！／かとーゆーと／ＫＥ

クララとお日様／カズオ・イシグロ／933.7イ

幕間のモノローグ／長岡　弘樹／913.6ナ

あしたの官僚／周木　律／913.6シ

消えた依頼人／田村　和太／913.6タ

広告の会社、作りました／中村　航／913.6ナ

ラジオ深夜便わが心の人／迎　康子／281.0ラ

ツッコミ読み！裏切りの日本昔話／ながた　みかこ／388.1ナ

Go  Toマリコ／林　真理子／914.6ハ

上質な睡眠のための小さな本／ネリーナ・ラムラカン／498.3ラ 生き抜く力／曽野　綾子／914.6ソ

天皇家の会計簿／宝島社皇室取材班／323.1テ

暮らしにかかわる法律と税金／遠藤　みち／324.6エ

のほほん御膳／こころのたね／596ヤ

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】

スマホで困ったときに開く本2021ー2022／007.6ス

ネットワーク時代の落とし穴／御池　鮎樹／007.3ミ

55歳、大人のまんなか／広瀬　裕子／159.7ヒ

図解学問のすすめ／斎藤　孝／002　サ

救急患者Ｘ麻生　幾／913.6ア

文春の流儀／木俣　正剛／023.0キ

9月9日9時9分／一木　けい／913.6イ

はじめて世に出る青年へ／渋沢　栄一／159.7シ 代理母、はじめました／垣谷　美雨／913.6カ

それでも僕は歩き続ける／田中　陽希／786タ

片をつける／越智　月子／913.6オ

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🎵

５/ ６

５/２０

５/１３

５/ ７

５/２１

５/１４

５/２８

６/ ３

６/１７

５/２７

６/１０

６/ ４

６/１１

６/２５

６/１８

６/２４



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

＊■は、休館日です。

※開館時間・・・午前１０：００～午後５：００

カラスのいいぶん／嶋田　泰子／Ｋ488シ

書名・著者名・分類番号【一般】 書名・著者名・分類番号【児童】

もの言える老人のための条件／原田　國夫／914.6ハ

いってきますね／長田　真作/ＫＥ

野鳥手帳／叶内　拓哉／488.2カ

アドボカシーってなに？／栄留　里美／369エ

これが鳥獣戯画でござる／結城　昌子／ＫＥ

むしゃむしゃたべたらおいしいぞ／みやにしたつや／ＫＥ

ネット中傷駆け込み寺／佐藤　佳弘／007.3サ

栃尾郷の虹／玄間　太郎／913.6ケ

るるぶ宇宙／林　公代／538.9ル

極（エッセンシャル）アウトプット／樺沢　紫苑／Ｋ002カ

ふしぎ駄菓子屋銭天堂15／廣嶋　玲子／Ｋ913ヒ

『グーチョキパーのうた』
児童書 趙 博／解放出版社

じゃんけんをしよう！グーよりつよいの

はパ- パーよりつよいのはチョキ、チョ

キよりつよいのはグー。みんなよわくて、

みんなつよいね。すきなこと、すきなも

の・・・みんなちがって、みんないい！

児童書のコーナーに月ごとに 「おすすめ絵本」

（別チラシ有）と折り紙をご用意しております。

6月は、雨に関する絵本と折り紙

一般書のコーナーでは 「健康問題」
梅雨時、体調を崩しがちな方は、本の中に

魔法の言葉があるかも？しれません

晴天雨読の時期こそ本を読んでみませんか

(⌒∇⌒) (⌒∇⌒) (⌒∇⌒)

『 相手の身になる練習』
児童書 鎌田 實／小学館

1％でいい、誰かの為に生きてみる、今まで

何となく見過ごされてきた、古くて新しい

「相手の身になる力」、経験を交えて伝えると

ともに身になる力をつけ、助け助けられる豊

かな人生を送るための14のレッスンを紹介し

た本です。

『老後の年表』
一般書 横手 彰太 かんき出版

介護離職、熟年離婚、老後うつ・・・。人生の

後半でいつ、何が起きるのか。50歳以降に起

きやすいことを年表形式で紹介し、経験や研

究データをもとに解決策を説明した本です。

『クメールの瞳』
一般書 齊藤 詠一 ／講談社

兼業カメラマンの平山北斗が、恩師

樫野教授から「預けたいものがある」と

の電話を受けて数日後、教授は不審死

を遂げた。遺品整理をした北斗がみつ

けたものは・・・・トレジャーハント・ミステ

リー本です。



曜日 曜日

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

伊福 １６：０５～１６：１５

一ツ戸バス停付近 １４：４０～１４：５０
鎌城 １５：１０～１５：２０

金吉生活改善センター １５：３５～１５：５０

宮園住宅付近 １３：４０～１３：５０

藤木自治公民館 １１：１０～１１：３０
黒法師営農指導研究所

寺小野 １４：４５～１４：５５

１１：００～１１：１５ 耶馬溪中学校

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

１５：５０～１６：００

樋山路バス停

１２：４０～１３：１０
両畑バス停前 １１：２５～１１：３０ 鹿鳴館駐車場 １３：４０～１４：１０

下郷小学校 １２：４５～１３：３０
小柿山（光円寺） １５：２５～１５：３５

１１：３５～１１：４５ 家籠 １４：３０～１４：４０

もみじの湯 １４：３５～１４：５５

津民診療所前 １０：４５～１０：５５ 三慧保育園 １０：３０～１１：００
上ノ川内 １１：０５～１１：１５

雲神社付近 １３：５５～１４：２０ 折戸温泉前

山移公民館 １３：１５～１３：４５

１４：１５～１４：３５ 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 １２：４５～１3：３０ 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
２０２1年6月～7月まで

ふつうに生きるって何？／井手　栄策／Ｋ360イ

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 　９：５０～１０：００
津民保育所 １０：２０～１０：４０ 三尾母公民館付近 １０：１０～１０：２５

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　児　童　書

モグラのモーとグーとラーコ／みやにし　たつや／ＫＥおしゃべり森のものがたり／小手鞠　るい／Ｋ913コ

トレトレトイレ／うえだ　しげこ／ＫＥ

非正規介護職員ヨボヨボ日記／真山　剛／369.1マ 非弁護人／月村　了衛／913.6ツ

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】

おいしい地方議員／伊藤　大輔／318.4イ 曲亭の家／西條　奈加／913.6サ

「生きがい」と出会うために／若松　英輔／113カ レッドネック／相場　英雄／913.6ア

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

７/ １

７/１５

７/ ８

７/ ２
７/１６

７/ ９

６/ ３

６/１７

６/１０

６/ ４

６/１１

６/２５

６/１８

６/２４

全国学校図書館協議会と毎日新聞社が主催する青少年読書感想全国コンクールで感想文の

「課題図書」枠に選ばれている図書のことです。小学校（低・中・高）・中学校・高校に分かれています。

ｗｉｔｈ ｙｏｕ

アーニャは、きっと来る

牧野富太郎

水を縫う

兄の名は、ジェシカ

科学者になりたい君へ

低学年

あなふさぎのジグモンタ

そのときがくるくる

みずをくむプリンセス

どこからきたの？おべんとう

2021年 第67回 課 題 図 書

中学年

わたしたちのカメムシずかん

ゆりの木荘の子どもたち

ぼくのあいぼうカモノハシ

カラスのいいぶん

高学年

エカシの森と子馬のポンコ

サンドイッチクラブ

おいで、アラスカ！

オランウータンに会いたい

課題図書コーナーを設けておりますので早めに読んでみません？ (^▽^)/



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

＊■は、休館日です。

※開館時間・・・午前１０：００～午後５：００

さくぶんめいじん／田中　定幸／Ｋ816　サ

書名・著者名・分類番号【一般】 書名・著者名・分類番号【児童】

月下のサクラ／柚月　裕子／913.6ユ

おさんぽのおやくそくだもの／きだに　やすのり／ＫＥ

カツオが磯野家を片づける日／渡部　亜矢／597.5ワ

14歳の自分に伝えたい「お金の話」／藤野　英人／330.4フ

ぼくとがっこう／谷川　俊太郎／ＫＥ

すてきなひとりぼっち／なかがわ　ちひろ／ＫＥ

サイクリストが選んだニッポンのサイクリングルートＢＥＳＴ100／291.0サ

漫画人間失格／太宰　治／726.1モ

江戸のジャーナリスト葛飾北斎／千野　境子／721.8カ

みんなから聞いたほっこり怖い話2／鶴田　法男／Ｋ147

たすひくねこ／にわ／ＫＥ

『もののつかいかたえじてん』
児童書 坂本 京子／

スタジオタッククリエイティブ

はさみ、箸、トイレ、テレビ、ブランコ・・・。

危険やトラブルを防ぐ注意ポイントや、

使いたくなるお役立ち知識をイラストと

やさしい文章で紹介した本です。

★ 児童書のコーナーは月ごとに 「おすすめ絵本」

（別チラシ有）と折り紙をご用意しております。

7月は、星に関する絵本と折り紙
「山開き・海開き」

★一般書のコーナーは「夏の料理・熱中症」
梅雨が開けた途端、日差しを強く感じます。

体が中々暑さについていけず、食欲がない時

読んでみませんか

『あまがえるのぼうけん』
児童書 たての ひろし／世界文化ブックス

逃げたり、隠れたりするのは、弱虫なことじゃ

ないよ。森へ探検に出かけた、あまがえるの

ラッタ、チモ、アルノーは・・・。

成長と希望の物語の本です。

『雨ダルさん』の本
一般書 佐藤 純 文響社
耳マッサージやタオル体操で、低気圧による

不調がみるみる改善。雨が降ると急に体調が

わるくなる人が少しでも楽になるように、雨の前

に行うセルフケアをたくさん紹介した本です。

『ぜ～んぶジャガイモ！90レシピ』
一般書 ／扶桑社
ポテトフライから肉じゃが、ポテサラ、

コロッケ、パパっとつくれる小つまみまで。

安くて、おいしくて、簡単につくれる選りす

ぐりのジャガイモレシピを紹介した本です。



曜日 曜日 予定時間
２０２1年7月～8月まで

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 　９：５０～１０：００
津民保育所 １０：２０～１０：４０ 三尾母公民館付近 １０：１０～１０：２５

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

月／日 駐車地 予定時間 月／日 駐車地

雲神社付近 １３：５５～１４：２０ 折戸温泉前

山移公民館 １３：１５～１３：４５

１４：１５～１４：３５ 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 １２：４５～１3：３０ 鹿鳴館駐車場 １５：０５～１５：５０
もみじの湯 １４：３５～１４：５５

津民診療所前 １０：４５～１０：５５ 三慧保育園 １０：３０～１１：００
上ノ川内 １１：０５～１１：１５

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

ドライブレストアイビー前 　９：５０～１０：００
もみじ園

１５：５０～１６：００

樋山路バス停

１２：４０～１３：１０
両畑バス停前 １１：２５～１１：３０ 鹿鳴館駐車場 １３：４０～１４：１０

下郷小学校 １２：４５～１３：３０
小柿山（光円寺）１３：４０～１３：５０

藤木自治公民館 １１：１０～１１：３０
黒法師営農指導研究所

寺小野 １４：４５～１４：５５

１１：００～１１：１５ 耶馬溪中学校

１５：２５～１５：３５

１１：３５～１１：４５ 家籠 １４：３０～１４：４０

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

伊福 １６：０５～１６：１５

一ツ戸バス停付近 １４：４０～１４：５０
鎌城 １５：１０～１５：２０

金吉生活改善センター １５：３５～１５：５０

宮園住宅付近

７/ １

７/１５

７/ ２

７/１６

７/ ９

８/５

８/１９

７/８

８/１２

８/２６

８/1３

８/２７

８/６
８/２０

ま

マンガで読むコーナー
7月22日（木）～8月4日（水）

短い間ですが、特設コーナーを設けました。手塚治虫作品ほか・ 歴史本・ 健康本・

出産・育児本 料理本等・・・ 。結構たくさんの本がマンガで読みやすく書かれておりま

すので、この機会に是非、いろんなジャンルの本に挑戦してみませんか ♬ ♬

夏休み自由工作 ミニ絵本としおり

7月29日（木） 30日（金） 10時～15時 （無料）

• 今日から俺は！！

• 進撃の巨人

• れっしゃだいこうしん2021

• ファーザー・クリスマス

• スプー・キッズ ザ・ムービー

• かいじゅうステップワンダバダ1

新
着
Ｄ
Ｖ
Ｄ

材料等はご用意しております。 １５分程度で作れますので

(^▽^) どなたでもお気軽にご参加ください。(^▽^)



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 9/1 2 3 4

＊■は、休館日です。

※開館時間・・・午前１０：００～午後５：００

とうもろこしぬぐぞう／はらしま　まみ／ＫＥ

書名・著者名・分類番号【一般】 書名・著者名・分類番号【児童】

黒牢城／米澤　穂信／913.6ヨ

60歳からのお楽しみ生活／中山　庸子／590.4ナ

わたしのかみがた／樋勝　朋巳／ＫＥ

世界を「数字」で見てみたら／049セ 妖怪戦略大百科／多田　克己／Ｋ388ヨ

アイデア想起メガネ／郭　水泳／141.3カ れんこちゃんのさがしもの／戸森　しるこ／Ｋ913ト

『モテたい!生きたい!変色生物超百科』
児童書 パンク町田／ポプラ社
鮮やかに、時には地味に、またある時光っ

て・・・。体の色を様々に変化させる、77種の

変色生物たちを一挙公開。変色前と変色後

の写真を掲載し、色を変えた理由やその仕

組みを解説した本です。

★ 児童書のコーナーは月ごとに 「おすすめ絵本」

（別チラシ有）と折り紙をご用意しております。

8月は、 ☆ 「戦争って？」「平和って？」

☆ オリンピック・パラリンピック

いろんな『スポーツ』

読書感想文関連コーナー ヒントにどうぞ

『絵本筑豊一代』
児童書 山本 作兵衛／石風社

炭鉱で亡くなった1万人をこえる抗夫の殉職

者と、炭鉱で働いたすべての労働者の名誉と

尊厳の為に。一抗夫の過酷な生涯を、記録画

家・山本作兵衛が描く。王塚跣の小説が原作

の紙芝居「筑豊一代」をもとにした絵本です。

『ふるさと納税ニッポン（2021夏秋号）』
一般書 アイハーツ社

ふるさと納税のためのベストガイド

2021年上半期ノミネート自治体を発表。

経験者による口コミ評価。返礼品で作る激う

まレシピ,「返礼品のストーリー」「生産者のこ

だわり」「街の魅力」をご紹介した本です。

『亜鉛欠乏症』
一般書 倉澤 隆平 ／三恵社

現代日本の国民病

現在、高齢者を中心に国民の3割が

亜鉛不足のため様々な病状に悩んでいる。

褥瘡、胃瘻、味覚障害、皮膚疾患など人々

を苦しめているそれらの病状が、亜鉛を補

充すれば治ることを発見、治療した医師の

話です。

図書館からのお知らせ



曜日 曜日

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

伊福 １６：０５～１６：１５

一ツ戸バス停付近 １４：４０～１４：５０
鎌城 １５：１０～１５：２０

金吉生活改善センター １５：３５～１５：５０

宮園住宅付近 １３：４０～１３：５０

藤木自治公民館 １１：１０～１１：３０
黒法師営農指導研究所

寺小野 １４：４５～１４：５５

１１：００～１１：１５ 耶馬溪中学校

１５：２５～１５：３５

１１：３５～１１：４５ 家籠 １４：３０～１４：４０

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

１５：５０～１６：００

樋山路バス停

１２：４０～１３：１０
両畑バス停前 １１：２５～１１：３０ 鹿鳴館駐車場 １３：４０～１４：１０

下郷小学校 １２：４５～１３：３０
小柿山（光円寺）

もみじの湯 １４：３５～１４：５５

津民診療所前 １０：４５～１０：５５ 三慧保育園 １０：３０～１１：００
上ノ川内 １１：０５～１１：１５

栃木自治公民館前 １１：４５～１１：５０

雲神社付近 １３：５５～１４：２０ 折戸温泉前

山移公民館 １３：１５～１３：４５

１４：１５～１４：３５ 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 １２：４５～１3：３０ 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
２０２1年8月～9月まで

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 　９：５０～１０：００
津民保育所 １０：２０～１０：４０ 三尾母公民館付近 １０：１０～１０：２５

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

９/１６

９/２

９/１０

９/ ３

８/５

８/１９

９/９

８/１２

８/２６

８/1３

８/２７

８/６

８/２０

９/ １７

９/２４

蒸し暑い夏の夜、 ぞくぞくするようなこわい本はいかがでしょうか？

トイレに一人で行くのがこわくなるような・・・なにか家の中にいる気配がする・・・

とにかくこわい話を集めてみました。

芥川賞

直木賞

芥川賞候補作

石川 麻依 「貝に続く場所にて」

くどう れいん 「氷柱の声」

高瀬 隼子 「水たまりで息をする」

千葉 雅也 「オーバーヒート」

李 琴峰 「彼岸花が咲く島」

直木賞候補作

一穂 ミチ 「スモールワールズ」

呉 勝浩 「おれたちの歌をうたえ」

佐藤 究 「テせスカトリポカ」

澤田 瞳子 「星落ちて、なお」

砂原 浩太朗 「高瀬庄左エ門御留書」

人口減少とコロナの影響で、地区での盆踊りをする機会も減りつつあります。継承することも大変容易ではない

時ですが、図書館では、耶馬渓町の盆口説きの本とＤＶＤを所蔵しております。

本では・・ 【耶馬渓の盆踊り 歌文集に地区ごとの盆口説き】

津民と樋山路は地区作成の分が別にあります。

ＤＶＤでは 山移・柿坂・下郷・新耶馬・津民・城井

各地区の口説き手と踊りの映像が見れます。 是非、ご活用ください。

石川 麻依 李 琴峰

佐藤 究 澤田 瞳子



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

＊■は、休館日です。

※開館時間・・・午前１０：００～午後５：００

おしたらおしまい／永田　浩一／ＫＥ

書名・著者名・分類番号【一般】 書名・著者名・分類番号【児童】

仮面／伊岡　瞬／913.6イ

暮らしのまんなか　ｖｏｌ.33／597ク

お化けの猛暑日／川端　誠／ＫＥ

他者の靴を履く／ブレイディみかこ／304フ おすしかめんサーモン／土門　トキオ／Ｋ913ト

モンテッソーリおりがみ／藤崎　達宏／379.9モ 先生、感想文、書けません！／山本　悦子／Ｋ913ヤ

『パパラギ』
児童書 ツイアビ／学研プラス
パパラギとは、白人、そして文明と物質が

生活を豊かにすると信じて疑わない人々。

およそ100年前、ヨーロッパを旅した南の島

の族長が、島の人々に語った文明国の体験

や印象をまとめた本をオールカラーのイラスト

で解りやすくまとめた本です。

★ 児童書のコーナーは月ごとに 「おすすめ絵本」

（別チラシ有）と折り紙をご用意しております。

[お月様」 と 「いろんな音」
図書館の秋をのぞいてみませんか？

『もしものくに』
児童書 馬場 のぼる／こぐま社

もしも羽があったら？小人になったら？

天使になったら？ おさるになったら？

ワンコのしっぽにのってぼうけんがしたい！

個性豊かな子供たちの楽しい空想の世界を描

いた本です。

『福沢諭吉が見た150年前の世界』
一般書 福沢 諭吉/彩図社

高級ホテルで迷子になるサムライたち。

西洋式トイレに悪戦苦闘するお殿様・・・。

福沢諭吉が出版した日本初の海外旅行の

ガイドブックを現代語訳を通して、幕末武士

が驚いた西洋文明を紹介した本です。

『お一人さま逃亡温泉』
一般書 加藤 亜由子／みらいパブリッシング

贅沢おこもり美容温泉、極上ぬる温泉、

薬効高い微熱温泉・・・。仕事で家で、空気と

顔色を読む「気疲れ人間」に向けて、心身浄

化のための温泉を紹介。旅の心得などが収

録されています。

図書館からのお知らせ



曜日 曜日

九十八歳。戦いやまず日は暮れず／佐藤　愛子／914.6サ せんろをまもる！ドクターイエロー／鎌田　歩／ＫＥ

遺言／飯田　絵美／783.7ノ かうかうからす／ほそい　さつき／ＫＥ

１１：３５～１１：４５ 家籠 １４：３０～１４：４０

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

伊福 １６：０５～１６：１５

一ツ戸バス停付近 １４：４０～１４：５０
鎌城 １５：１０～１５：２０

金吉生活改善センター １５：３５～１５：５０

宮園住宅付近

１０：３０～１１：００

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

１５：５０～１６：００

樋山路バス停

１２：４０～１３：１０
両畑バス停前 １１：２５～１１：３０ 鹿鳴館駐車場 １３：４０～１４：１０

下郷小学校 １２：４５～１３：３０
小柿山（光円寺）１３：４０～１３：５０

藤木自治公民館 １１：１０～１１：３０

雲神社付近 １３：５５～１４：２０ 折戸温泉前

黒法師営農指導研究所

寺小野 １４：４５～１４：５５

１１：００～１１：１５ 耶馬溪中学校

１５：２５～１５：３５

上ノ川内 １１：０５～１１：１５

予定時間

山移公民館 １３：１５～１３：４５

１４：１５～１４：３５ 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 １２：４５～１3：３０ 鹿鳴館駐車場 １５：０５～１５：５０
もみじの湯 １４：３５～１４：５５１１：４５～１１：５０

戸原市営住宅前

２０２1年9月～10月まで

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 　９：５０～１０：００
津民保育所 １０：２０～１０：４０ 三尾母公民館付近 １０：１０～１０：２５

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

月／日 駐車地 予定時間 月／日 駐車地

津民診療所前 １０：４５～１０：５５ 三慧保育園

栃木自治公民館前

自分で名付ける／松田　青子／598.2マ かずさんの手／佐和　みずえ／Ｋ913サ

書名・著者名・分類番号【一般】 書名・著者名・分類番号【児童】

子どもの心を強くするすごい声かけ／足立　啓美／379.9ア 東大教授がおしえるさらに！やばい日本史／本郷　和人／Ｋ281ト

お母さんが知らない伸びる子の意外な行動／斎藤　浩／379.9サ 動物の仕事をするには？／さがわ　ゆめこ／Ｋ480ト

結局、自律神経がすべてを解決してくれる／小林　弘幸／498.3コ 山火事サバイバル／ポドアルチング／Ｋ654ヤ

無印良品ではじめる新しい習慣／水谷　妙子／590ミ 女たちは図書館のゆうれい／草野　あきこ／Ｋ913ク

９/１６

９/２

９/１０

９/ ３

９/９

１０/１４

１０/２８

１０/８

１０/２２

１０/１５

１０/１

９/１７

９/２４

１０/７

１０/２１

9月2日（木）～9月15日（水）
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。

『雑誌はひとりにつき5冊まで』 袋等ご持参ください。

週刊文春 オレンジページ クロワッサン 婦人公論 ＥＳＳＥ ＬＤＫ ハルメク からだにいいこと

大人のおしゃれ手帖 きょうの料理 趣味の園芸 すてきにハンドメイド 天然生活 毎日が発見 その他

耶馬渓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!(^^)!

１０/２２

感染拡大防止のため、３密にならないようにご協力お願いします。



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

31 11/1 2

＊ ■は、休館日です。

※開館時間・・・午前１０：００～午後５：００

おまつりのおばけずかん／斎藤　洋／Ｋ913サ

書名・著者名・分類番号【一般】 書名・著者名・分類番号【児童】

噂を売る男／梶　よう子／913.6カ

軽トラハウスマスターブック／537.9ケ

いちにちだじゃれ／ふくべ　あきひろ／ＫＥ

日本で一番わかりやすい四柱推命の本／148.6リ ジェンナー／十常　アキ／Ｋ289シ

ときめくきのこ図鑑／堀　博美／474.8ホ おおあめ、ゆだんしないで／キム　ファン／紙芝居

『ふしぎなヒーローやさん』
児童書 みやにし たつや／金の星社
ある日、ブタくんは、ふしぎなヒーローや

さんをみつけました。ヒーローグッズを

買ったブタくは、オオカミにおそわれてい

るウサギちゃんとネズミくんをみつけまし

た。ヒーローに変身してたすけようとしま

すが、できるかな？・・・

★ 児童書のコーナーは月ごとに 「おすすめ絵本」

（別チラシ有）と折り紙をご用意しております。

おいしい秋・きれいな秋・おまつり

あじわおう！ みつけよう！

『竜とそばかすの姫』
児童書 細田 守／ＫＡＤＯＫＡＷＡ

インターネットの世界 「Ｕ」で大スターと

なった高校生のすずがライブを開くと、みん

なから嫌われている竜が飛び込んできまし

た。「Ｕ」の正義と秩序を守る軍団からおわ

れている竜は・・・・

長編アニメーション作品で映画化

『硝子の塔の殺人』

一般書 知念 実希人/実業之日本社

雪深き森で、燦然と輝く硝子の塔。ミステリ

を愛する大富豪の呼びかけで、一癖二癖も

あるゲストたちが招かれた。この館で次々と

惨劇が起こる。謎を追うのは名探偵と医師。

犯人は・・・・・・

『石たちの棲む風景』
一般書 落山 泰彦／澪標

石の民話、臼杵の石窟、シルクロードの旅。

石造建築物の遺跡・史跡を訪ねる旅などを

綴る「石語り人語り」「石を訪ねて三千里」に

続く三部作の最終作です。大分県・臼杵の石

たちも載っています。

図書館からのお知らせ



曜日 曜日

十三階の母／吉川　絵梨／913.6ヨ おべんとうバスのかくれんぼ／真珠　まりこ／ＫＥ

無人島の迷路／香川　元太郎／Ｋ786カ

書名・著者名・分類番号【一般】 書名・著者名・分類番号【児童】

毎日がうまくいく朝のスイッチ／大嶋　信頼／146.8オ 東大教授がおしえるさらに！やばい日本史／本郷　和人／Ｋ281ト

戦国「おんな家長」の群像／黒田　基樹／210.4ク 捨てないパン屋の挑戦／井出　留美／Ｋ289タ

差別はたいてい悪意のない人がする／キム　ジヘ／361.8キ 学校にあらわれた妖怪たち／ながた　みかこ／Ｋ388ナ

おかあさんごめんなさい／みやにし　たつや／ＫＥ

結局、自律神経がすべてを解決してくれる／小林　弘幸／498.3コ

女たちは図書館のゆうれい／草野　あきこ／Ｋ913ク無印良品ではじめる新しい習慣／水谷　妙子／590ミ

どせいじん／岡田　よしたか／ＫＥ

歌舞伎役者・市川雷蔵／大島　幸久／774.2イ ねんどん／やぶの　てんや／ＫＥ

人生最初の殺人／上田　未来／913.6ウ

万年筆画の教科書／古山　浩一／725.6フ

２０２1年10月～11月まで

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 　９：５０～１０：００
津民保育所 １０：２０～１０：４０ 三尾母公民館付近 １０：１０～１０：２５

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

月／日 駐車地 予定時間 月／日 駐車地

津民診療所前 １０：４５～１０：５５ 三慧保育園

栃木自治公民館前

上ノ川内 １１：０５～１１：１５

予定時間

山移公民館 １３：１５～１３：４５

１４：１５～１４：３５ 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 １２：４５～１3：３０ 鹿鳴館駐車場 １５：０５～１５：５０
もみじの湯 １４：３５～１４：５５１１：４５～１１：５０

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

雲神社付近 １３：５５～１４：２０ 折戸温泉前

黒法師営農指導研究所

寺小野 １４：４５～１４：５５

１１：００～１１：１５ 耶馬溪中学校

１５：２５～１５：３５

１１：３５～１１：４５
１１：２５～１１：３０ 鹿鳴館駐車場 １３：４０～１４：１０

下郷小学校 １２：４５～１３：３０
小柿山（光円寺）１３：４０～１３：５０

１２：４０～１３：１０
両畑バス停前

藤木自治公民館 １１：１０～１１：３０

１０：３０～１１：００

家籠 １４：３０～１４：４０

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

伊福 １６：０５～１６：１５

一ツ戸バス停付近 １４：４０～１４：５０
鎌城 １５：１０～１５：２０

金吉生活改善センター １５：３５～１５：５０

宮園住宅付近

もみじ園

１５：５０～１６：００

樋山路バス停

１０/１４

１０/２８

１０/８

１０/１５

１０/１
１０/７

１０/２１

耶馬渓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 !(^^)!

１０/２２

１１/４

１１/１８

１１/１１

１１/２５

１１/５

１１/１９

１１/１２

１１/２６

10月27日（水）～11月9日（火）

想像する楽しさ、選ぶ楽しさ、読む楽しさ、話す楽しさ、いろんな楽しさを秋に・・・
『最後の頁を閉じた 違う私がいた』(標語）

秋の夜長に読書で違う私 図書館でたくさんの私をおまちしております。

イベント情報



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

＊ ■は、休館日です。

※開館時間・・・午前１０：００～午後５：００

5さいからはじめるしょうぎ／杉本　昌隆／Ｋ796コ

書名・著者名・分類番号【一般】 書名・著者名・分類番号【児童】

ヴァイタル・サイン／南　杏子／913.6ミ

知識ゼロからの空き家対策／杉谷　範子／365.3ス

いっぱいさんせーい！／宮西　達也／絵本

シンデレラノートのつくりかた／手帳のじかん／159.6テ あそんでまなぶはじめてのおかねえほん／泉　美智子／Ｋ337ア

季節を楽しむ大人の電車旅／291.0キ まちのナニコレ？図鑑／Ｋ510マ

監禁／秋吉　理香子／913.6ア あさだおはよう／三浦　太郎／絵本

『焚き火の作法』 一般書 寒川 一/学研プラス
少しずつ燃料を継ぎ足して絶やさないように炊き続ける「美しく小さな焚き火」。焚き火を楽しむ

ための心構えから、焚き火道具の揃え方、火熾しの知識とマナー、焚き火調理のやり方などを

アウトドアの達人が教える本です。

★ 児童書のコーナーは月ごとに 「おすすめ絵本」

（別チラシ有）と折り紙をご用意しております。

特集

本 と いろんなおしごと

『本当に小さな庭づくり』 一般書 高山 徹也/日本文芸社
日照に恵まれない日陰、奥行き15ｃｍ程の狭い通路脇の植栽スペース、細長い庭・・・。

不向きなスペースでも楽しめる庭造りの実例の数々とアイテムを紹介した本です。

『写真図解でわかるチェーンソーの使い方』 一般書 石垣 正喜／全国林業改良普及協会

チェーンソーの使い方を初心者にむけて、チェーンソーの持ち方、姿勢、エンジンのかけ方、

刃の目立てから、チェーンソー操作や伐木のトレーニング、薪づくりや庭木の手入れなどすべての

方が安全に安心して作業できるように安全対策までを写真図解でわかりやすく、ここだけはおさ

えておくべき要点等を紹介しています.

図書館からのお知らせ

『ひとりも、死なせへん』 一般書 長尾 和宏/ブックマン社
本当の敵は、ウィルスではなくて人間なんじゃないか？。コロナ禍と闘う尼崎の町医者が記した、

２０２０年1月31日から21年8月4日までの日記を収録した本です。



曜日 曜日

おばけガムをたべちゃった！／むらい　かよ／Ｋ913ム ともだちのいろ／きくち　ちき／絵本

妖精のパン屋さん／斎藤　栄美／Ｋ913サ スパゲッティのうた／ぺこみそ／絵本

おやすみなさい／いもと　ようこ／絵本

書名・著者名・分類番号【一般】 書名・著者名・分類番号

しごとが楽しい！１００人のヒミツ／159.4シ オリンピックにふれる／吉田　修一／913.6ヨ

女と男の大奥／福田　千鶴／210.5フ ＡＩ支配でヒトは死ぬ／養老　孟子／914.6ヨ

めんめんレース／五味　ヒロミ／絵本

なぜ、穴を見つけるとのぞきたくなるの？／Ｋ031イ

かくれんぼねこ／つじ　にぬき／絵本宇宙への扉をあけよう／Ｋ440ホ

なんで英語、勉強ｓｕｒｕｎｏ？／鳥飼　玖美子／Ｋ830ト こんにち、わ／三浦　太郎/絵本

ぼくらのスクープ／赤羽　じゅんこ／Ｋ913ア

鬼ばばの島／今井　恭子／Ｋ913イ よあけ／あべ　弘士／絵本

２０２1年11月～12月まで

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 　９：５０～１０：００
津民保育所 １０：２０～１０：４０ 三尾母公民館付近 １０：１０～１０：２５

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

月／日 駐車地 予定時間 月／日 駐車地

津民診療所前 １０：４５～１０：５５ 三慧保育園

栃木自治公民館前

上ノ川内 １１：０５～１１：１５

予定時間

山移公民館 １３：１５～１３：４５

１４：１５～１４：３５ 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 １２：４５～１3：３０ 鹿鳴館駐車場 １５：０５～１５：５０
もみじの湯 １４：３５～１４：５５１１：４５～１１：５０

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

雲神社付近 １３：５５～１４：２０ 折戸温泉前

黒法師営農指導研究所

寺小野 １４：４５～１４：５５

１１：００～１１：１５ 耶馬溪中学校

１５：２５～１５：３５

１１：３５～１１：４５
１１：２５～１１：３０ 鹿鳴館駐車場 １３：４０～１４：１０

下郷小学校 １２：４５～１３：３０
小柿山（光円寺）１３：４０～１３：５０

１２：４０～１３：１０
両畑バス停前

藤木自治公民館 １１：１０～１１：３０

１０：３０～１１：００

家籠 １４：３０～１４：４０

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

伊福 １６：０５～１６：１５

一ツ戸バス停付近 １４：４０～１４：５０
鎌城 １５：１０～１５：２０

金吉生活改善センター １５：３５～１５：５０

宮園住宅付近

もみじ園

１５：５０～１６：００

樋山路バス停

１２/２３

１２/２４

１２/１７
１２/３

耶馬渓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 !(^^)!

１１/４

１１/１８

１１/１１

１１/２５

１１/５

１１/１９

１１/１２

１１/２６

１２/２

１２/１６

そして、バトンは渡された 瀬尾 まいこ スナックキズッキ 益田 ミリ

川っぺりムコリッタ 荻上 直子 風の向こうへ駆け抜けろ 古内 一絵

護られなかった者たちへ 中山 七里 真夜中の子供 辻 仁成

老後の資金がありません 垣谷 美雨 さよなら ティラノ 宮西 達也

日本沈没 小松 左京 異邦人 原田 マハ

ソロモンの偽証 宮部 みゆき 邪神の天秤 麻見 和史

燃えよ剣 司馬 遼太郎 鹿の王 上橋 菜穂子

ひらいて 綿矢 りさ 正義の天秤 大門 剛明

剣樹抄 冲方 丁 山女日記 湊 かなえ



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
１/２ 3 4 5 6 7 8

＊ ■は、休館日です。

開館時間・・１０：００～１８：００

いないいないにゃあ／沖　昌之／絵本

書名・著者名・分類番号【一般】 書名・著者名・分類番号【児童】

ミカエルの鼓動／柚月　裕子／913.6ユ

土を編む日々／寿木　けい／596.3ス

ドングリのあなどうしてあいたの？／絵本

いまいちばん心ときめく日本の絶景／291.0イ お金でわかる！ザワつく！日本の歴史／本郷　和人／Ｋ210オ

ＯｉＬ〈老いる〉　ｖｏｌ.1／367.7オ 山火事のサバイバル　2／Ｋ654ヤ

Ｎ／道尾　秀介／913.6ミ トムとジェリーのまちがいさがし／絵本

『農家が教える足場パイプ＆塩ビパイプで便利道具』 一般書 農山漁村文化協会

簡単に切ったり組み立てたりできる足場パイプと塩ビで、農作業をラクにする便利道具や

小屋を作る方法を、写真や図とともに紹介した本です。

『とじ・はぎなしネックから編むセーター』 一般書 /日本ヴォーグ社

コツさえわかれば、はじめてでもやさしく編める！肩はぎ・脇とじ・袖付けもいらない、丸ヨーク

とラグランスリーブの棒針編みかんたんニットの編み方を、写真や編み図とともに説明した本です。

『後列の人』 一般書 清武 英利／文藝春秋

最前列ではなく、後ろの列の目立たぬところで、人や組織を支える人々がいる。戦後復興、

高度成長、ベトナム戦争・・・。時代や組織に翻弄されつつも、よく生きた人々の非凡な歴史を

描いた本です。

『給与明細から読み解くお金のしくみ』 一般書 高橋 創/日東書院本社

給与明細をきちんと読んだことがない、年末調整が何か知らない・・・。そんな人に向けて、

税金や社会制度の仕組みを、給与明細を入り口にやさしく解説した本で、Ｑ＆Ａもあります。

年末・年始のおしらせ

１２月２８日から１月５日まで休館

１月６日より 開 館 （10：00～18：00）
１月４日より返却ポストをご利用いただけます。

休館のおしらせ

12/6～12/10（資料総点検の為）休館
ご利用者様には、大変ご迷惑をおかけしますが、

ご理解・ご協力よろしくお願いします。

返却の際は、返却ポストのご利用をお願いします。



曜日 曜日

藤木自治公民館 １１：１０～１１：３０

１０：３０～１１：００

家籠 １４：３０～１４：４０

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

伊福 １６：０５～１６：１５

一ツ戸バス停付近 １４：４０～１４：５０
鎌城 １５：１０～１５：２０

金吉生活改善センター １５：３５～１５：５０

宮園住宅付近

もみじ園

１５：５０～１６：００

樋山路バス停

雲神社付近 １３：５５～１４：２０ 折戸温泉前

黒法師営農指導研究所

寺小野 １４：４５～１４：５５

１１：００～１１：１５ 耶馬溪中学校

１５：２５～１５：３５

１１：３５～１１：４５
１１：２５～１１：３０ 鹿鳴館駐車場 １３：４０～１４：１０

下郷小学校 １２：４５～１３：３０
小柿山（光円寺）１３：４０～１３：５０

１２：４０～１３：１０
両畑バス停前

上ノ川内 １１：０５～１１：１５

予定時間

山移公民館 １３：１５～１３：４５

１４：１５～１４：３５ 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 １２：４５～１3：３０ 鹿鳴館駐車場 １５：０５～１５：５０
もみじの湯 １４：３５～１４：５５１１：４５～１１：５０

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

2021年12月～2022年1月まで

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 　９：５０～１０：００
津民保育所 １０：２０～１０：４０ 三尾母公民館付近 １０：１０～１０：２５

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

月／日 駐車地 予定時間 月／日 駐車地

津民診療所前 １０：４５～１０：５５ 三慧保育園

栃木自治公民館前

買ったら一生バカを見る金融商品／荻原　博子／591オ 父のビスコ／平松　洋子／914.6ヒ

ほんのこども／町屋　良平／913.6マ

書名・著者名・分類番号【一般】 書名・著者名・分類番号

日本が感謝された日英同盟／井上　和彦／210.6イ デンデケ・アンコール／芦原　すなお／913.6ア

基本のラッピング／385.9キ 徳川埋蔵金はここにある／鯨　統一郎／913.6ク

ニホンカワウソは生きている／宗像　充／489.5ム ルーティーンズ／長嶋　有／913.6ナ

医者がすすめるクッキングリハビリ／丸田　淳司／494.7イ

桃太郎は鬼ヶ島をもう一度襲撃することにした／913.6モ絵本のようにめくる建築の物語／田所　辰之助／523タ

１２/２３

１２/２４

１２/１７

１２/３

耶馬渓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 !(^^)!

１/６

１/２０

１/１３

１/２７

１/７

１/２１

１/１４

１/２８

１２/２

１２/１６

１２月のおすすめ絵本

おそうじ・おもちつきクリスマス あたらしい「年」へ特集

12月はいろんな行事が目白押しにやってきます。子供も大人もワクワクそわそわの季節ですね。

今年もたくさんの方々にいろんなイベント等にご参加いただき大変ありがとうございました。

来年も又、皆様に喜ばれるイベント等や、使いやすい図書館を目指し、すてきな本に出合える

お手伝いをできることを楽しみにどうぞよろしくお願いします。

冬の間、降雪等で急遽運行中止になり、ご連絡等が間にあわず、ご迷惑をおかけすることがあります。

お手数をおかけしますが、お問い合わせは ☎ 0979-54-3111 耶馬溪図書館まで よろしくお願いします。



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 31 2/1

＊ ■は、休館日です。
1月31日は図書館整理日です。

開館時間・・１０：００～１８：００

書名・著者名・分類番号【一般】 書名・著者名・分類番号【児童】

熔果／黒川　博行／913.6ク ポケモンをさがせ！あたらしいぼうけん／絵本

木のもの／暮らしの図鑑編集部／754.3キ

漢字が好きになる！／笠原　宏之／811.カルポ中高年ひきこもり／ＮＨＫ／367.7ル

おぱんつロック／しえ☆つぼ／913シ

『巷でよく聞く相続・贈与のウソ？ホント？』 一般書 あいわ税理士法人 /税務研究出版局

相続や贈与に関するキーワード別に55個のテーマを掲載。遺言や遺産分割などの相続全般に関する

話から、不動産を利用した相続税対策に関する事項などをＱ＆Ａ形式で解説。基礎知識・相続税の

計算方式も収録した本です。

あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いします。

正月とは一年の最初の月、およびその月に行われる行事をさして「正月」という。

一月は（睦月）ともいいますが、お互いに分け隔てなく親しく仲良くする月のこと

元旦は、1月1日の朝のこと。元日は1月1日の1日中のこと。

どうぞ、本との出会いを耶馬渓図書館でよろしくお願いします。

『クレヨンしんちゃんの手足を使って元気になろう！』 児童書 臼井 儀人 ／双葉社

えんぴつをしっかり持ってスイスイ書こう。しっかりした姿勢でずんずん歩こう・・・。小学生や小学校

へ上がる前の児童に向けて、活動的な生活習慣を50項目を、クレヨンしんちゃんのまんがを通して

紹介した本です。

おすすめ絵本
『新しい年のはじまり』
「開運えほん」

「おばあちゃんのななくさがゆ」

「こぶたのぶうぶそらをとぶ」

『トラ』の年
「おどかさないでよ、ガオくん」

「チゲとむしろとおばあさんのとらたいじ」

『お正月の絵本』
「おせちのおしょうがつ」

「おぞうにくらべ」

「しめかざり」



曜日 曜日
2022年1月～2022年2月まで

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 　９：５０～１０：００
津民保育所 １０：２０～１０：４０ 三尾母公民館付近 １０：１０～１０：２５

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

月／日

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
１４：１５～１４：３５ 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

下郷小学校 １２：４５～１３：３０
小柿山（光円寺）１３：４０～１３：５０

津民小学校 １２：４５～１3：３０ 鹿鳴館駐車場 １５：０５～１５：５０
もみじの湯 １４：３５～１４：５５１１：４５～１１：５０栃木自治公民館前

上ノ川内 １１：０５～１１：１５

予定時間

山移公民館 １３：１５～１３：４５

駐車地 予定時間 月／日 駐車地

津民診療所前 １０：４５～１０：５５ 三慧保育園

寺小野 １４：４５～１４：５５

１１：００～１１：１５ 耶馬溪中学校

１５：２５～１５：３５

１１：３５～１１：４５
１１：２５～１１：３０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

伊福 １６：０５～１６：１５

一ツ戸バス停付近 １４：４０～１４：５０
鎌城 １５：１０～１５：２０

金吉生活改善センター

１２：４０～１３：１０
両畑バス停前

１５：３５～１５：５０

宮園住宅付近

藤木自治公民館 １１：１０～１１：３０

１０：３０～１１：００

家籠 １４：３０～１４：４０
鹿鳴館駐車場 １３：４０～１４：１０

もみじ園

１５：５０～１６：００

樋山路バス停

雲神社付近 １３：５５～１４：２０ 折戸温泉前

黒法師営農指導研究所

２/１０

２/２５

２/１８

２/４

１/６

１/２０

１/１３

１/２７

１/７

１/２１

１/１４

１/２８

２/３

２/１７

冬の間、降雪等で急遽運行中止になり、ご連絡等が間にあわず、ご迷惑をおかけすることがあります。

お手数をおかけしますが、お問い合わせは ☎ 0979-54-3111 耶馬溪図書館まで よろしくお願いします。

２/２４

昭和50年ごろまで運行していた耶馬渓鉄道 いろんな思い出がたくさんある耶馬渓鉄道

そんな懐かしい『耶馬渓鉄道の写真』 3点を図書館では常時展示することになりました。

上記期間は、耶馬渓鉄道に関する貴重な資料等も展示しておりますので、ぜひ ご来館して懐かしんで

ください。又、詳しい資料等お持ちの方は、カウンターまでお声かけ下さい。

1月10日（月）～24日（月）

★ 映画 おしりたんてい・仮面ライダー電王・他

☆ がんばれいわ！！ロボコン

★ ナイス体操

☆ よみうり回想サロン 昭和30年代

★ 映画 トムとジェリー

☆ ウルトラヒーロー大映像図解

★ クレヨンしんちゃん 爆盛 カンフーボーイズ

☆ ４６１個のおべんとう

大活字本

読んでみませんか
上記の大きさぐらいの字で書かれていますので

大変読みやすいと好評をいただいております。

時代小説・ミステリー小説・いろんなジャンルの本を

取り揃えております。又、当館に無い本は、無料で他の

図書館より貸借もできますので是非ご利用ください。

不明な点はお気軽に職員までお尋ねください。



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 3/1 2 3 4 5

＊ ■は、休館日です。
2月28日は図書館整理日（休館）

開館時間・・１０：００～１８：００

書名・著者名・分類番号【一般】 書名・著者名・分類番号【児童】

マンモスの抜け殻／相場　英雄／913.6ア ひみつのおばけ一家3／石崎　洋司／Ｋ913

最新オールインワン離乳食／太田　百合子／599.3オ

北里柴三郎／森　孝之／Ｋ289キ賢い子は料理で育つ／武田　昌美／379.9タ

地下鉄のサバイバル1／ごむドリ∞／Ｋ686チ

『生きるために、捨ててみた。』 一般書 だいた ひかる /幻冬舎

40歳で乳がん、43歳で再発、45歳で妊娠。絶望を吹っ切るために毎日1個づつ片付けて

みたら、本当にいるものだけがわかった。孤高の女芸人が5年間にわたるモノ、コト、ヒトの

整理術。

『挑戦』 一般書 山中 伸弥 ／講談社

まだ誰も見たこともない景色を見るために。年齢も活躍する分野も大きく異なるノーベル賞

受賞研究者と若き天才棋士が、勝負のあり方から若返りの可能性、人工知能の未来、人間

の可能性までを話し合った本です。

『ねこのでしになったとら』 紙芝居 津田 真一 ／童心社

ねずみにすらバカにされていた、のろまでぶきっちょな虎。悔しい虎は、猫の弟子になって、

毎日厳しい訓練をして、たくさんの技を覚え、「もうのろまじゃない！」と自信満々ですが、

ねずみがとんでもないことを言い出して、・・・どうなることやら？？？

『きもちのことばじてん』 児童書 青木 伸生 ／チャイルド本社

現代において、自分の気持ちを言葉にし、人に伝えていくことはとても重要。うれしい、悲し

い、好き、こわい、安心するなど、さまざまな「きもちのことば」とその使い方を、絵で紹介して

います。

おに、オニ、鬼・・・【鬼】 いろいろ
「おにのぱんつ」「まめまき」「おにたのぼうし」

「おにのおにぎりや」「おにのめん」「じごくのそうべえ」

「おにじゃないよおにぎりだよ」「ないたあかおに」

「ゆき」の絵本
「きらきら」 「ゆきだるまのかぞえうた」「ゆきひめ」

「ゆきおんな」「ゆきだるまのぼたん」 「ゆきだるま」

「おんなじおんなじももんちゃん」 「おばけのゆきがっせん」

「おかしなゆきふしぎなこおり」



曜日 曜日

１４：４０～１４：５０
鎌城 １５：１０～１５：２０

金吉生活改善センター

１２：４０～１３：１０
両畑バス停前

１５：３５～１５：５０

宮園住宅付近

藤木自治公民館 １１：１０～１１：３０

１５：５０～１６：００

１４：３０～１４：４０
１３：４０～１４：１０

栃木自治公民館前

上ノ川内

雲神社付近 １３：５５～１４：２０ 折戸温泉前

黒法師営農指導研究所

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

もみじ園

家籠
鹿鳴館駐車場

津民小学校 １２：４５～１3：３０ 鹿鳴館駐車場

樋山路バス停

城井小学校

下郷小学校

やすらぎ荘 １０：２５～１０：５０

伊福 １６：０５～１６：１５

一ツ戸バス停付近

予定時間

山移公民館 １３：１５～１３：４５

駐車地 予定時間 月／日 駐車地

津民診療所前 １０：４５～１０：５５ 三慧保育園 １０：３０～１１：００
１１：０５～１１：１５

１５：０５～１５：５０
もみじの湯 １４：３５～１４：５５１１：４５～１１：５０

小柿山（光円寺）１３：４０～１３：５０
寺小野 １４：４５～１４：５５

１１：００～１１：１５ 耶馬溪中学校

１５：２５～１５：３５

１１：３５～１１：４５
１１：２５～１１：３０

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
１４：１５～１４：３５ 鎌野集落交差点 １０：１５～１０：３０
１５：００～１６：２０ 百谷生活改善センター １０：４０～１０：５０

１２：４５～１３：３０

１０：５５～１１：００

書名・著者名・分類番号【一般】 書名・著者名・分類番号【児童】

ちょうどいい孤独／鎌田　實／159.7カ 支える、支えられる、支え合う／サヘル・ローズ／Ｋ369ロ

御朱印さんぽ九州の寺社／186.9コ 錯視で遊ぼう／杉原　厚吉／Ｋ145

2022年2月～2022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 第１
金曜
日

第３
金曜
日

戸原分譲住宅 　９：５０～１０：００
津民保育所 １０：２０～１０：４０ 三尾母公民館付近 １０：１０～１０：２５

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

月／日

戸原市営住宅前 １３：４０～１４：００

やまのめの六人／原　浩／913.6ハ

能面鬼／五十嵐　貴久／913.6イ けろけろぱくっ／皆川　泰代／絵本

備えのエクステリア＆ガーデン／527　ソ 恐竜世界サバイバル戦記／K457

暮らしを育てる台所／596.9ク

おめんです　3／いしかわ　こうじ／絵本

人生70点主義／梅沢　富美男／775.5ウ かいけつゾロリきょうふのダンジョン／原　ゆたか／Ｋ913ハ

鬼滅の刃　5／吾峠　呼世晴／Ｋ913マ

２/１０

２/２５

２/１８

２/４２/３

２/１７

冬の間、降雪等で急遽運行中止になり、ご連絡等が間にあわず、ご迷惑をおかけすることがあります。

お手数をおかけしますが、お問い合わせは ☎ 0979-54-3111 耶馬溪図書館まで よろしくお願いします。

２/２４

３/３

３/１７

３/１０

３/２４

３/４

３/１８

３/１１

３/２５

1月は『耶馬渓鉄道』 2月は『農林業の歴史』 3月は『頼山陽』
耶馬渓町に関連する資料特集コーナーを設けています。地域の掘り起こしの為の、

貴重な資料等を探し出して、多くの方の目に留まればと思っております。

『貴重な郷土資料を知っている』 『是非、このような特集をしてほしい』、等ご意見ご要

望もよろしくお願いします。

読んでみませんか！！



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 4/1
＊ ■は、休館日です。
3月31日は図書館整理日（休館）

開館時間・・１０：００～１８：００

書名・著者名・分類番号【一般】 書名・著者名・分類番号【児童】

八甲田山雪中行軍120年目の真実／間山　元喜／富山房 中学校ってどんなとこ？／升野　伸子／世界文化ブックス

全国日帰りバスの旅／加藤　佳一／天夢人

よそんちの子／いとう　みく／ほるぷ出版心と体に効くお香のある生活／椎名　まさえ／日東書院

マンガでわかるけテぶれ学習法／葛原　祥太／ＫＡＤＯＫＡＷＡ

『生き生きおらんど昭和の子』 一般書 林 剛史/デーリー東北新聞社

ビー玉、原っぱ、行水、紙芝居、駄菓子屋。懐かしくて温かい、貧しくても
輝いていた頃。昭和30年代を中心に、戦後復興期～高度成長期の子供たちの
姿が満載の写真集。

『シルバー川柳 ああ夫婦編』 一般書 みやざきシルバーネット／河出書房新社

吾輩は妻が飼っている猫である、夢に出る美女も年々高齢化、
60～101歳のリアル・シルバーが詠んだ傑作川柳178句を収録した本です。

『おてがみほしいぞ』 児童書 こうまる みづほ／あかね書房

オオカミのギロンが魚をつっていると、郵便屋のヤギが配達していました。手紙をもらった動物た

ちは大喜び。それを見たギロンは手紙が欲しくてたまらなくなり、キツネにどうすればいいのかを聞

き、・・・心あたたまるお話です。

『のっているのはだあれ？』 大型絵本 新井 洋行 ／偕成社

いぬ、ねこ、ねずみ、うさぎ・・・。バスや電車、飛行機にのっているのはだれでしょう？

窓にうつるシルエットを見て、あててみましょう。いくつあたったかな？迫力ある絵本です。

40ｃｍ×56ｃｍの大型絵本

『わたしのおひなさま』 『ひなにんぎょうができるまで』

『もりのひなまつり』 『ひなまつりのちらしずし』

「はなをくんくん」 「みんなともだち」

「春はあけぼの」 「とりのうた」

「はじめまして」 「はるねこ」

「ねっこぼっこ」

おすすめ絵本



曜日 曜日

折戸温泉前

黒法師営農指導研究所

予定時間

山移公民館 １３：１５～１３：４５

駐車地

１０：５５～１１：００

寺小野

１０：３０～１１：００
１１：０５～１１：１５

１５：０５～１５：５０
もみじの湯 １４：３５～１４：５５１１：４５～１１：５０

１２：４５～１3：３０

１４：４５～１４：５５

１４：４０～１４：５０
鎌城 １５：１０～１５：２０

金吉生活改善センター

１２：４０～１３：１０
両畑バス停前

１５：３５～１５：５０

宮園住宅付近

藤木自治公民館 １１：１０～１１：３０

１５：５０～１６：００

１４：３０～１４：４０
１３：４０～１４：１０

栃木自治公民館前

上ノ川内

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

もみじ園

家籠
鹿鳴館駐車場

樋山路バス停

城井小学校

下郷小学校

やすらぎ荘 １０：２５～１０：５０

一ツ戸バス停付近
雲神社付近

小柿山（光円寺）１３：４０～１３：５０

１１：００～１１：１５ 耶馬溪中学校

１５：２５～１５：３５

１１：３５～１１：４５
１１：２５～１１：３０

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
１４：１５～１４：３５ 鎌野集落交差点 １０：１５～１０：３０
１５：００～１６：２０ 百谷生活改善センター １０：４０～１０：５０

１３：５５～１４：２０

１２：４５～１３：３０

戸原市営住宅前 １３：４０～１４：００

予定時間 月／日 駐車地

津民診療所前 １０：４５～１０：５５ 三慧保育園

津民小学校 鹿鳴館駐車場

2022年3月

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 　９：５０～１０：００
津民児童クラブ（春夏冬休みのみ １０：２０～１０：４０ 三尾母公民館付近 １０：１０～１０：２５

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

月／日

お問い合わせは ☎ 0979-54-3111
耶馬溪図書館まで よろしくお願いします。

３/３

３/１７

３/１０

３/２４

３/４

３/１８

３/１１

３/２５

1月は『耶馬溪鉄道』（終了） 2月は『農林業の歴史』（終了） 3月は『頼山陽』
耶馬溪町に関連する資料特集コーナーを設けています。地域の掘り起こしの為 の

貴重な資料等を探し出して、多くの方の目に留まればと思っております。

『貴重な郷土資料を知っている』 『是非、このような特集をしてほしい』、等

ご意見ご要望もよろしくお願いします。

1. 新聞・雑誌に載っていた本ありますか？ 2. こんな本ありますか？

3. 料理本・趣味の本他 4. 有名作家の新作本

5. 本屋で見た本 6. 昔読んだことがある本

7. パソコン・スマホの本 8.   マンガで書かれた本

9. 字が大きい本 10. 赤ちゃん・育児に関する本

11. おすすめの本 12.  テレビで紹介された本

13. 昔の新聞記事 14. その他

スマホ・新聞切り抜き・メモ・作家名等を控えて、来館していただければ、スムーズにお調

べすることができます。又、中津市内の図書館に無い場合は、県内の図書館から無料で借

りることもできますので、是非、ご活用ください。

お気軽にお尋ねください。


