
 

直木賞 芥川賞

ひとつの都市が現われ、そ
して消えた-。日露戦争前夜

から第2次大戦までの半世
紀、満洲の名もない都市で
知略と殺戮が繰り広げられ

…。日本SF界の新星が放つ
歴史×空想巨編。

『地図と拳』

小川 哲/著
集英社

不滅の福澤プロジェクト関連事業 図書館企画第五弾

幼い娘たちとよく一緒に
過ごしたショッピングセ

ンター。喪服売り場で働
く“あなた”は、フード
コートの常連の少女と知

り合い…。表題作など全
3編を収録した小説集。

『この世の
喜びよ』

井戸川 射子/著
講談社

不滅の福澤プロジェクトとは…中津市では、2024年の一万円札肖像交代を機に、「不滅

の福澤プロジェクト」として、“オールなかつ”で福澤先生の偉業を顕彰していきます。

諭吉問題集

第168回 芥川賞・直木賞受賞作品決定！ 受賞作品は利用が多くなりますので、
予約をお勧めします。

一万円札の肖像で有名な福澤諭吉先生。

どんな人物だったのか、詳しく知っていますか？

冊子の中の空欄に問題の答えを書き込んで、カウンターに

持ってきてね。すてきな景品をプレゼントします！

配布＆提出期限）
2023年2月2日(木)～2月27日(月)

全問正解しなくても大丈夫です。
大人向け、子ども向け問題集があります。
あなたのチャレンジを待っています！
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不滅の福澤プロジェクト関連事業 図書館企画第六弾

「不滅の福澤コーナー」本のＰＯＰ募集
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戦国末期、採掘最盛期を迎
える石見銀山。天才山師・
喜兵衛に拾われた少女ウメ
は、銀山の知識と鉱脈のあ
りかを授けられ、女だてら
に坑道で働き…。渦巻く欲
望と死に抗って生きる女の
生涯を描く。

『しろがねの葉』

千早 茜/著
新潮社

人が住み、出ていく。生
まれ、死んでいく。あの

災厄から10年余り。生
活も仕事道具も攫われ、
妻を喪った男はその地を

彷徨い続けた。仙台在住
書店員作家が、止むこと
のない渇きと痛みを描く。

『荒地の家族』

佐藤 厚志/著
新潮社

募集期間）2023年１月１８日(水)～2月2０日(月)

応募対象の図書）不滅の福澤コーナーの本（それ以外は対象外です）

サイズ等）はがきサイズ(14.8㎝×10.0㎝)～A5サイズ(14.8㎝×21.0㎝)

応募方法）中津市立図書館カウンターに持ち込み、または、小幡記念図書館に郵送

対象）中津市立図書館の図書館カード所有者

応募者の中から抽選で５名様に１０００円分の図書カードを差し上げます！



順位 分類番号 予約数 冊数

1 教誨 913.6 20 5

2 無人島のふたり 913.6 19 3

3 夜に星を放つ 913.6 14 4

4 老人ホテル 913.6 13 4

秋麗　　東京湾臨海署安積班 913.6 12 6

老害の人 913.6 12 7

２位　　 ３位 ４位　　 ５位 ５位

　　　「路　台湾エクスプレス　①、②」

　　　「総理の夫」

　　　「チップとデール　リスの山小屋作戦」

　　　「トムとジェリー　６」

　　　「シャーロック・ホームズの大追跡」

以上　6　点 ※2月下旬からの貸出予定となります。

スマホまねるだけ講座 岡嶋　裕史

老害の壁 和田　秀樹

大分・別府　湯布院’24　まっぷるマガジン 昭文社

リーダーは話し方が９割 永松　茂久

脳がどんどん強くなる！すごい地球の歩き方 高島　明彦

ビギナーさんでも大丈夫！手作りの通園通学グッズ ブティック社

志麻さんのベストおかず　料理のきほん編 タサン志麻

らくらく安全運転BOOK スタジオタック

大長編ドラえもん　VOL.1～17 藤子・F・不二雄

にゃんこ四字熟語辞典　１、２ 西川　清史

どうする家康 吉沢　良太

祝祭のハングマン 中山　七里

ひとり旅日和　４　 秋川　滝美

ワンダーランド急行 荻原　浩

成熟スイッチ 林　真理子

～今年はなぞなぞに挑戦！～

問１.カバンの中にかくれている動物はなあに？ 先月の答え

・本(読んでも返事はない）

問２.お花屋さんのおすすめの花はなあに？ ・中津（名、勝つ）

※今月の答えは来月号に掲載します。
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原田　ひ香

柚月　裕子

山本　文緒

窪　美澄
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◆今月のテーマ◆   ハンデについて考える絵本

今月はハンディキャップについて理解を深める絵本を紹介します。

✣ 今月の『司書が選んだ一冊』✣ ✣ 今月の『絵本作家さん』✣

―2―

糖尿病、ぜんそく、車いす…。

困難をかかえる子どもたちがそ

れぞれのやりかたで庭づくりに

参加している様子を通して、誰

もがみんなちがいを認め、お互

いを知ろうとすることの大切さ

を伝えます。

一日のうち半日しか陽があたらな

い半日村。その貧しい村に陽をあ

てようとして、村のうしろにある

高い山をけずる少年の一平。毎日

休まず続ける一平に、村の子ども

たちだけでなく、大人たちも手伝

いはじめ…。

◆コメント◆

このお話を読むと、改めて子供の「力」の大きさを感じ

ます。滝平二郎さんの切り絵も、繊細できれいです。

『半日村』
斎藤 隆介／作 岩崎書店

『さつまいもおくさん』 小学館

✿ もとした いづみ さん

『セブンの行事えほん』シリーズなど

✿ 神沢 利子 さん

◆ 作品の一例◆

『くまの子ウーフ』シリーズ

『もしも…』『くろねこトミイ』など

『ぼくは川のように話す』
ジョーダン・スコット／文 偕成社

『ねえ、きいてみて！』
ソニア・ソトマイヨール／文 汐文社

さつまいもの畑から、勢いよく

引き抜かれ、そのまま空高く飛

ばされてしまった、さつまいも

おくさん。落ちたところは、美

しい砂浜。そこでつい眠ってし

まった、さつまいもおくさんの

運命は！？

ぼくには、うまく言えない音があ

る。学校でもうまく話せず落ち込

んでいる僕を、お父さんは川へ連

れて行ってくれて…。吃音のある

詩人を支えた少年の日のできごと

を、心情あふれる言葉とみずみず

しい絵で描いた胸にせまる絵本。



　　日時：２月４日、１１日、２５日(毎週土曜日）

　　　　　　１４：００～

　　場所：視聴覚室　　　　　　　　※１６名限定。先着順

　　(内容)

　　４日（児童）…「のりものまん」

　１１日（一般）…「ゴヤの名画と優しい泥棒」

　２５日（児童）…「神在月のこども」

※18日は美術鑑賞講座のため、上映会はお休みです。

　☆日時：２月１５日（水）（毎月第3水曜日） 　☆日時：２月６日、１３日、２０日、２７日（毎週月曜日）

・１部：１０：３０～　　・２部：１１：００～ 　　　　　　１１：００～１１：３０　　※祝日はお休みです。

　☆対象：０歳児 　☆対象：未就学児

　☆内容：赤ちゃん向け絵本の読み聞かせや、わらべ歌 　☆内容：就学前のこどもに、絵本や紙芝居の読み聞かせ、

　　あそびなど赤ちゃんのためのおはなし会です。 　　　　　手遊びなど、親子で楽しいひとときを！

☆日時：２月１５日(水)　10：00～12：00　　（毎月第3水曜日)

　「あかちゃんタイム」とは、小さなお子さん連れの方にも気兼ねなく図書館を利用していただくために、

　お子さんの声などが館内に響いても一般のみなさまにご理解頂けるよう図書館で設定する時間です。

　※保護者の方の代わりの抱っこは、まだ再開していません。

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

　　☆日時：２月２日（木）　13：30～15：30 ＊開館時間　 ■…休館日です

　　☆内容：原文を読み、現代語訳とその時代の背景、 小幡記念図書館　…　９：００～１９：００

　　　　　　　 解説等の講義を受ける 分館（三光・本耶馬渓・耶馬溪・山国）

 　  　 …１０：００～１８：００

あかちゃんタイム

図書館上映会

--　3　--

　おはなし会　赤ちゃんおはなし会

【代表】小幡記念図書館

〒871-0056 中津市1366番地1（片端町） ◇メールアドレス：tosyokan@city.nakatsu.lg.jp

℡：0979-22-0679/Fax：0979-24-3516 ◇ホームページ： https://libwebsv.city-nakatsu.jp/


