
 

本屋大賞 2023 ノミネート作品決定！
４月１２日に大賞発表予定です。
受賞作品は利用が多くなりますので、

お早めの予約をお勧めします。

2020年の夏。カフェの店
長を務める29歳の清瀬は、
恋人の松木とすれ違いが続
いていた。原因は彼の「隠
し事」のせいだ。そんなあ
る日、松木が怪我をして意
識を失い、病院に運ばれ…。

『川のほとり
に立つ者は』

寺地 はるな著
双葉社

クイズ番組の決勝に出場した
三島玲央は、対戦相手が問題

が読まれぬうちにボタンを押
し正解し、優勝を果たすとい
う不可解な事態を訝しむ。決

勝を1問ずつ振り返る三島は
やがて…。

『君のクイズ』

小川 哲/著
朝日新聞出版

令和4年11月、大分みらい信用金庫より創
立100周年記念事業として、児童図書購入
費の寄付をいただきました。

購入した図書は表紙にシールを貼り、新刊
コーナーの一角に「みらいしんきん寄贈
コーナー」として設置しています。

今後も順次購入いたしますので、ぜひご利
用ください。

育ての母と産みの母。
ふたりの母親に育て
られた宙は、産みの
母親と暮らすことに
なるが…。ごはんを
作って食べることを
通して成長していく
姿を描く。

『宙ごはん』

町田 そのこ/著
小学館

元看護師、芸人、二輪自
動車整備士、女子高生、

アクセサリー作家。つま
ずいてばかりの日常の中、
それぞれが耳にしたのは、

タケトリ・オキナという
男性のポッドキャスト
「ツキない話」で…。

『月の立つ林で』

青山 美智子/著
ポプラ社

瀬戸内の島に育った高校生
の暁海と、自由奔放な母の
恋愛に振り回され島に転校
してきた櫂。ともに心に孤
独と欠落を抱えた二人は、
惹かれ合い、すれ違い、そ
して成長していき…。

『汝、
星のごとく』

凪良 ゆう/著
講談社

地震によって山奥の地下建築
に閉じ込められた柊一たち。

水が流入しはじめ、地下建築
の水没までおよそ1週間。地
下建築から脱出するためには、

9人のうち誰か1人を犠牲に
しなければならない。そんな
なか、殺人事件が起こり…。

『方舟』

夕木 春央/著
講談社

家庭教師の仲介営業マンを
する大学生、マッチングア
プリに勤しむ中年男、精子
提供を始めた夫婦…。でも、
何かがおかしい。緻密で大
胆な構成と容赦ない「どん
でん返し」の新感覚ミステ
リ短篇集。

『♯真相を
お話しします』

結城 真一郎/著
新潮社

都民1400万人を人質にと
る無差別爆破テロ。爆弾の

在り処の手がかりは、容疑
者と思しき中年男が出す
“クイズ”のみ。狭小な取

調室の中で、正体不明の容
疑者と警察の戦いが始まる。

『爆弾』

呉 勝浩/著
講談社

古びた団地の片隅で出
会った結珠と果遠。ふた
りは何もかもが違った。
着るものも食べる物も住
む世界も-。ひとつの愛に
惑うふたりの四半世紀の
物語。

『光のとこに
いてね』

一穂 ミチ/著
文藝春秋

少年時代のある事件から心
を閉ざしてきた橘は、音楽

教室への潜入調査を命じら
れる。目的は著作権法の演
奏権を侵害している証拠を

摑むこと。美しき孤独なス
パイが最後に手にするのは
…。

『ラブカは静か
に弓を持つ』

安壇 美緒/著
集英社



順位 分類番号 予約数 冊数

1 しろがねの葉 913.6 26 3

2 無人島のふたり 915.6 17 3

教誨 913.6 16 5

この世の喜びよ 913.6 16 3

5 成熟スイッチ 914.6 15 2

6 祝祭のハングマン 913.6 12 5

２位　　 ３位 ４位　　 ５位 ５位

　　　「ゴヤの名画と優しい泥棒」

　　　「キネマの神様」

　　　「のりものまん　モービルランドのカークン」

　　　「神在月のこども」

　　　「さよなら、ティラノ」

以上　6　点 ※3月下旬からの貸出予定となります。

図書館にまいこんだこどもの大質問 こどもの大質問編集部

思い込みにとらわれない生き方 坂東　眞理子

徳川家康と最強の家臣団 三猿舎

家族でそなえる防災・災害ハンドブック 天野　勢津子

100歳足腰のつくり方 笹原　健太郎

体が整うとっておきのしょうがレシピ 森島　土紀子

0.1.2歳児育児の気がかり相談室 中田　馨

電子レンジで簡単！犬の健康ごはん 須崎　恭彦

よむうつわ　上・下 ロバート・キャンベル

すぐに引ける手話ハンドブック モンキー高野

奸計の遁走曲 日本推理作家協会

真珠とダイヤモンド　上・下 桐野　夏生

木挽町のあだ討ち 永井　紗耶子

固結び　　損料屋喜八郎始末控え(5) 山本　一力

ショージ君、85歳。老いてなお、ケシカランことばかり 東海林　さだお

～今年はなぞなぞに挑戦！～

問１.トラを売っている男性の名前は？ 先月の答え

・カバ(“カバ”ンの中）

問２.通るとき閉めて、通らないとき開けるものは？ ・スイセン（おすすめ＝推薦）

※今月の答えは来月号に掲載します。

著者名

（2023年2月17日現在）

書　　　　　　名 著　　者

井戸川　射子

千早　茜

山本　文緒

柚月　裕子

914.6

159.6

林　真理子

分類番号

中山　七里

（2023年2月17日現在）

015.9

書名

913.6

913.6

‐　1　‐

498.3

596

913.6

599

645.6

3

791.5

801.9

289.1

913.6

369.3

１位



　　　　　　　　　　　　 ◆今月のテーマ◆ ベストセラーの絵本

今月は一時期話題になりました！人気の高いベストセラーの絵本を紹介します！

✣ 今月の『司書が選んだ一冊』✣ ✣ 今月の『絵本作家さん』✣

―2―

さがりめは「ネコダまち」にすむ

野良猫。下がり目を笑われるけど

おかげでケンカにならないから、

まぁいいか…。ところがある日

「トナリまち」との縄張り争いに

巻き込まれて…どうなるさがりめ

⁈

◆コメント◆

さがりめの顔を見るとみんなが笑顔になります。そして

この顔が物語のカギとなるのです。登場人物の一人であ

るサスライの最後の台詞は心に響きます。絵が面白く可

愛くとても読みやすいので、ぜひ読んでみてください。

『さがりめのニャン！』
うえの よし／文 絵本塾出版

『ピンクのぞうをしらないか』 絵本館

✿ 佐々木 マキさん

『ぶたのたね』シリーズ

『ねむいねむいねずみ』シリーズなど

✿ 田島 征三さん

◆ 作品の一例◆

『とべバッタ』『つかまえた』 など

『１００かいだてのいえ』
いわい としお／作 偕成社

『パンどろぼう』
柴田 ケイコ／作 角川書店

団員も動物もやめてしまった退屈

なサーカス。残ったのは団長、年

寄りの道化師、怪力男、猛獣使い。

復活をかけ、アフリカに降り立っ

た4人が探すのは…ピンクのぞう。

大変な旅の果て、ついに4人は…！

驚きのラストです。

「ぼくは100かいだてのいえの

てっぺんにすんでいます。あそび

にきてください。」手紙をもらっ

たトチくんが歩いていくと高ーい

塔みたいな家が。そこには様々な

生き物が住んでいて…

挿絵を眺めるのも楽しい絵本です。

パンどろぼうはおいしいパンを探

し求めるパンそっくり？なおおど

ろぼう。ある日「せかいいちおい

しいもりのパンや」を発見し…

パンどろぼうのシュールな盗みの

技、まさかの正体にハマってしま

うこと間違いなし！



　　日時：３月４日、１１日、１８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（一般）…「倫敦ノ山本五十六」

　１１日（児童）…「おしりたんてい　１９」

　１８日（一般）…「老後の資金がありません！」

　２５日（児童）…「映画すみっコぐらし

青い月夜のまほうのコ」

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

・１部：１０：３０～　　・２部：１１：００～ 　　　　　　１１：００～１１：３０　

　☆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、絵本の読み聞かせや

　　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：３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 29 30 31 4/1

　　☆日時：３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

予約制6組限定

図書館上映会

--　3　--

　おはなし会(毎週月曜日)

※祝日はお休みです

赤ちゃんおはなし会 予約制6組限定

あかちゃんタイム

【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/


