
ポプラディアでやってみよう

未完成ぬりえ

用紙配布）4/２２(土)～5/12(金)

景品交換）４/２２(土)～５/２９(月)

イラストのたりない部分をポプラディアや図書館にある本で調べ

て描きたそう！完成したイラストに好きな色をぬってね！

完成したぬりえをカウン

ターで見せてね！プレゼン

トがあります。

図書館発 不滅の福澤プロジェクト

講演 「福澤諭吉の耶馬渓景観保護 ―その経緯と意義について」

（日時）令和5年5月26日（金）14：00～（13：30開場）

（場所）小幡記念図書館 視聴覚室

（講師）松岡李奈 氏（中津市歴史博物館学芸員、慶應義塾福澤研究センター客員所員）

（対象）図書館利用者・中津市内の観光ボランティア ： 定員２0名（先着順）

本屋大賞 決定！

こどもの読書週間イベントを開催しています！
４月２３日(日)から５月１２日(金)はこどもの読書週間です。図書館では様々なイ
ベントを開催中です。みなさまの参加をお待ちしております！

除籍本の無料配布

期間）4/23(日)～５/１２(金) 9:00～
※無くなり次第終了

制限）ひとり５冊まで

内容）図書館で保存期間が終了した雑誌や
本、絵本などを配布いたします。

みんなで花を咲かせよう！

期間）4/26(水)～5/12(金)

場所）小幡記念図書館内

年齢に合わせたオススメの絵本が３冊、テーマ別に
入っています。どんな本が入っているのかお楽しみに
♪

絵本の おたのしみ袋

期間）4/22(土)～5/12(金)
※なくなり次第終了です

対象）２歳から中学年向け

オススメの本を書いて、
たくさんの花を咲かせよう！

書いてくれた人には“しおり”
をプレゼント！

本屋大賞…“全国の書店員が選んだいちばん！売りたい本”の賞です。

『汝、星のごとく』
凪良 ゆう／著 （講談社）

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

…。

２位 『ラブカは静かに弓を持つ』
安壇 美緒／著（集英社）

３位 『光のとこにいてね』
一穂 ミチ／著（文藝春秋）

４位 『爆弾』
呉 勝浩／著（講談社）

５位 『月の立つ林で』
青山 美智子／著（ポプラ社）

６位 『君のクイズ』
小川 哲／著（朝日新聞出版）

７位 『方舟』
夕木 春央／著（講談社）

８位 『宙ごはん』
町田 そのこ／著（小学館）

９位 『川のほとりに立つ者は』
寺地 はるな／著（双葉社）

１０位 『#真相をお話しします』
結城 真一郎／著（新潮社）

私財を投じて耶馬渓競秀峰の景観を守った福澤諭吉の行動は、ナショナルトラスト運動の先駆けとも

言われています。競秀峰保護の経緯やその意義、福澤諭吉の意図について資料を基に再考します。

★参加無料です。ぜひご参加ください！



順位 分類番号 予約数 冊数

1  魔女と過ごした七日間　 913.6 41 3

2  成熟スイッチ 914.6 25 3

3  汝、星のごとく　 913.6 24 4

4  しろがねの葉 913.6 23 3

5  署長シンドローム　 913.6 25 4

４位　　

　　　「ケアニン　こころに咲く花」

　　　「ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密」

　　　「おしりたんてい　２０」「私ときどきレッサーパンダ」

　　　「令和三年度アイヌ文化伝承活動アーカイブス「技」　Vol.6」

　　　「令和四年度アイヌ文化伝承活動アーカイブス「技」　Vol.7」

以上　6　点 ※5月下旬からの貸出予定となります。

名著の話 伊集院　光

感動だけが人を動かす 永松　茂久

旅する世界史　 佐藤　幸夫

保育士よちよち日記 大原　綾希子

不登校の歩き方 荒井　裕司

超・進化論 NHKスペシャル取材班

朝悩まないお弁当　 はるめし

まるごとわかる猫種大図鑑 早田　由貴子

写真のことが全部わかる本　 中原　一雄

大人ことば辞典　 ことば探究舎

街とその不確かな壁　 村上　春樹

花嫁純愛録 赤川　次郎

スカーレット・レター 五十嵐　貴久

走馬灯交差点 西澤　保彦

狼の幸せ パオロ・コニェッティ

～今年はなぞなぞに挑戦！～

問１.おおげさに痛がる県は？ 先月の答え

・たけのこ

問２.福岡県のある都市に来てから63日も ・白身

　　　たったよ、どこだろう？ ※今月の答えは来月号に掲載します。

著者名

（2023年4月20日現在）

書　　　　　　名 著　　者

千早　茜

東野　圭吾

林　真理子

凪良　ゆう

５位

973

159

今野　敏

分類番号

　　　３位

（2023年4月20日現在）

019.9

書名

913.6

913.6

‐　1　‐

371.4

468

913.6

596.4

645.7

743

814

209

913.6

369.4

２位　　
１位



◆今月のテーマ◆ おいし～い絵本

今月は、読めばおなかがすいてくる！おいし～い絵本をご紹介します♪

✣ 今月の『司書が選んだ一冊』✣ ✣ 今月の『絵本作家さん』✣

‐　2　‐

デリバリーぶたはどこへでも食

べ物を届ける、配達ぶた。

大海原、世界一高い山、昔ばな

しのおじいさんのところだって

「デリバリーぶた！おまちどお

さま～」のかけ声で登場！こん

なデリバリー、頼んでみたい！

象を見たことのない姫様に全国の

忍者から知らせが！沖縄の忍者は

「でーじまぎぃ」宮崎の忍者は

「てっげふってー」福岡の忍者は

「ばりふとか」…いったい象って

どんないきもの？全国の方言に親

しめるユーモア絵本です。

◆コメント◆

見たことのない象に無邪気に想像を膨らませるお姫さま

が可愛い絵本。忍者が使う方言が分からないくせに適当

に通訳する家来のじいと、ご当地名物が忍者になってい

るのが面白ポイントです。

『ひめさま！

ぞうはすごくおおきいでござる』
丸山 誠司／作 光村教育図書

『九九をとなえる王子さま』 あかね書房

✿ はまの ゆかさん
『ココアラ』『まめちゃんとまじょ』など

✿ 五味 太郎さん
◆ 作品の一例◆
『みんなうんち』『とうさんまいご』など

『ごはん』
平野 恵理子／作 福音館書店

『デリバリーぶた』
加藤 休ミ／作 偕成社

ここは九九を愛する数字の国。

でもかける王子は算数が大きらい。

でたらめの呪文で国から九九をなく

してしまった王子だけど…

声に出して読むうちに呪文みたいに

楽しく九九が覚えられる（かもしれ

ない）おすすめ絵本です。

たきこみごはん、おむすび、

おちゃづけ、お寿司にどんぶり…

まるでメニュー表のようにお米の

料理がずらり。ながめて味を思い

出すもよし、今晩食べたいものを

決めるもよし。まさしくおいし～

い絵本です。



　　日時：５月６日、１３日、２０日、２７日(毎週土曜日）

　　　　　　１４：００～

　　場所：視聴覚室　　　　　　　　

　　(内容)

　　６日（一般）…「ケアニン　こころに咲く花」

　１３日（児童）…「小さなバイキング　ビッケ」

　２０日（一般）…「マイ・ニューヨーク・ダイアリー」

　２７日（児童）…「ふしぎ駄菓子屋銭天堂　６」

　☆日時：５月１７日（水）（毎月第3水曜日） 　☆日時：５月８日、１５日、２２日、２９日

・１１：００～ 　　　　　　１１：００～１１：２０　

　☆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：５月１７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 6/1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

　　☆日時：5月12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12組限定

あかちゃんタイム

予約制12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

【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/


