
 

直木賞

今年は図書館のイベントがたくさんあります！

詳しくは、図書館内のポスターやチラシ、ホームページをご覧ください。

芥川賞

不滅の福澤プロジェクト関連事業 図書館企画第二弾

職場でそこそこうまくやって
いる二谷、皆が守りたくなる
ような存在で料理上手な芦川、
仕事ができてがんばり屋の押
尾。心をざわつかせる、仕事
+食べもの+恋愛小説。

『おいしいごはんが

食べられますように』

高瀬 隼子/著
講談社

『
もう何も失いたくない。でもま
た人と関わりたいと思った-。
「真夜中のアボカド」「銀紙色
のアンタレス」など、心の揺ら
ぎが輝きを放つ全5編を収録し
た短編集。

『夜に星を放つ』

窪 美澄/著
文藝春秋

受賞した作品は予約が
集中します。読まれた

い方はご予約をオスス
メします！



順位 分類番号 予約数 冊数

1 マスカレード・ゲーム 913.6 36 6

2 子宝船　　きたきた捕物帖2 913.6 18 7

3 同志少女よ、敵を撃て 913.6 16 5

4 死神と天使の円舞曲 913.6 14 3

5 石礫　　機捜235 913.6 13 4

6 ジェイソン流　お金の増やし方 338.8 12 2

２位　　 ３位 ４位　　 ５位 ６位

　　　「ハチとパルマの物語」「マイ・ダディ」

　　　「いのちの停車場」

　　　「ふしぎ駄菓子屋銭天堂　④」

　　　「都会(まち)のトム＆ソーヤ」

　　　「トムとジェリー　⑨」

以上　6　点 ※8月下旬からの貸出予定となります。

チコちゃんの素朴なギモン365 ＮＨＫ「チコちゃんに𠮟られる！」制作班

老いが怖くなくなる本 和田　秀樹

負け戦でござる。　北九州豊前国敗者列伝 小野　剛史

子どもの気持ちがわかる本 イザベル・フィリオザ

寝ながら1分！からだの痛みを自分で治す本 白井　天道

「また作って！」と言われるおかわりおかず 上島　亜紀

おうちで作れる実験スイーツレシピ sachi　homemade

農家が教える農家の土木 農文協

本物そっくり！リアル絵の描き方 Yas

あなたの知らない、世界の希少言語 ゾラン・ニコリッチ

ブータン、世界でいちばん幸せな女の子 阿川　佐和子

晩秋行 大沢　在昌

掬えば手には 瀬尾　まいこ

オリーブの実るころ 中島　京子

今日もごきげんよう 松浦　弥太郎

～並び替えて「ことわざ」にしよう！～

問１.　な　か　も　た　ち　た　ら　ぼ 先月の答え

ヒント：　何もしていないのにラッキー ・とうだいもとくらい（灯台下暗し）

問２.　こ　う　か　め　ら　ろ ・たんきはそんき（短気は損気）

ヒント：　はっと気が付くこと ※今月の答えは来月号に掲載します。

914.6

726.5

802

281.9

913.6

379.9
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宮部　みゆき

‐　1　‐

498.3

596

913.6

596.6

614.6

049

159.7

今野　敏

分類番号

厚切りジェイソン

（2022年7月15日現在）

逢坂　冬馬

913.6

書名 著者名

（2022年7月18日現在）

書　　　　　　名 著　　者

知念　実希人

東野　圭吾

１位



◆今月のテーマ◆ 「こわ～い」絵本
今月はこわ～い絵本！おばけ、ようかい、いちばんこわいのは・・・？

✣ 今月の『司書が選んだ一冊』✣ ✣ 今月の『絵本作家さん』✣
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ぱなしくんは、片づけが苦手

な男の子。おかあさんに、

「こんなにちらかしていると、

ごっちゃおばけがやってくる

わよ」といわれても、きにし

ない。その日の夜、どこから

か、ふしぎなおとがきこえて

きて…。

朝からげんきなセミのこえ。ち

りん、ちりりん、風鈴の音。待

ちに待ったぼくらの季節がやっ

てきた！ 浜はもうすぐ海開き。

海の家の準備も忙しくて…。な

がい夏のいちにちをていねいに

描きます。

◆コメント◆

表紙を見ただけで"夏"を感じます。だんだん夏が近づいてく

るワクワクがページをめくる度に高まります。昨日までとち

がう"なつのおと"、どんな音が待っているのか、夏が楽しみ

になる、夏にピッタリな絵本です。

『夏がきた』
羽尻 利門／作 あすなろ書房

『ぼくのねこ』 PHP研究所

✿ 鈴木 のりたけさん

『ぼくのがっこう』『カどこいった?』など

✿ 工藤 ノリコさん

◆ 作品の一例◆

『ノラネコぐんだん』シリーズ

『ペンギンきょうだい』シリーズなど

『ぱなしくん』
柴田 ケイコ／作・絵 PHP研究所

『ばけねこ』
杉山 亮／作 東京：ポプラ社

男の子が、いつもと同じ場所で、

いつものねこにごあいさつ。で

も、いつもと模様が違う? 「毎

日同じ模様じゃつまらない」と

いうねこに、男の子は、いろい

ろな模様を考えてあげることに。

絵さがしも楽しめる絵本。

かわいがっていたねこがいなく

なり、あたりを必死に探す女の

子。父親が止めるのも聞かずに、

ねこみみやまへ探しに出かけま

した。森で道に迷ってしまった

女の子が、助けを求めたお屋敷

には…。
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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。

募集期間
8月3日(水)～9月30日(金)

募集方法
応募用紙を市内各図書館窓口へ

もしくは図書館ホームページから応募

対象
中津市立図書館の図書館カード所有者

表彰
不滅の福澤プロジェクト賞

（景品：3000円分の図書館カード）

表彰式…11月中を予定

不滅の福澤プロジェクト関連事業 図書館企画第四弾！

８月の【DVD上映会】
この夏注目の図書館のＤＶＤ上映会！下記のもの以外にも毎週土曜日に上映会を行っています。
図書館だよりの最後のページやホームページなどでも確認できます。

『学問と情熱 21

「福澤諭吉」そして文明の海原へ』

(122分) 

日時

8月3日(水) 10：00～

8月6日(土)  10：00～

8月10日(水)14：00～

8月12日(金)14：00～

『岬のマヨイガ』(104分)

日時：8月6日(土)

14：00～

『君の膵臓をたべたい』(108分)

日時：8月13日(土)

14：00～

都合の合う日に

お越しください。

封建時代に生を受け、学問の大海に身を置くこ
とで一身の独立を果たし、日本を文明国家へと
導いていった福澤諭吉。時代の転換期に世情に
とらわれず自らの信ずるところを語り、教育と
言論活動に生涯を捧げた福澤の人生を追う。

高校生の「僕」はクラスの人気者・
桜良の日記を拾ったことで、桜良か
ら膵臓の病気で余命いくばくもない
ことを告げられる。最後の日まで精
一杯人生を楽しもうとする桜良に振
り回されながら、「僕」の心は少し
ずつ変化していく。

ある事情で家を出た17歳のユイ
と、両親を事故で亡くした
ショックで声を失った8歳のひよ
り。2人はふしぎなおばあちゃ
ん・キワさんと出会い、古民家
マヨイガに住むことに。ある日、
優しい妖怪たちがキワさんを訪
ねてきて…。

不滅の福澤プロジェクト関連事業

図書館企画 第三弾！

福澤諭吉ＤＶＤ上映会

※応募後の川柳の著作権は小幡記念図書館に帰属となります。ご了承ください。
表彰する作品の一部は、図書館に来館いただいた方の投票により選定予定。
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神々の物語/カムイユーカラ（全6冊）

スガリさんの感想文はいつだって斜め上（全5）

「守り人」シリーズ（全11冊）

「シノダ！」シリーズ（全11冊）

めいたんていサムくん（全3冊）

十年屋シリーズ（全6冊）

ホオズキくんのオバケ事件簿（全4冊）

那須　正幹

富安　陽子

上橋　菜穂子

平田　駒

「しゅくだい」シリーズ　（全8冊）

チュウチュウ通り　（全10冊） あすなろ書房

PHP研究所

ポプラ社

静山社

富安　陽子

廣嶋　玲子

野ばらの村のピクニック（全6冊）

オニのサラリーマン　（全4冊）

シリーズ名

「ワンダー」シリーズ　（全3冊） R.J.パラシオ

童心社

偕成社

偕成社

河出書房新社

福音館書店

ほるぷ出版

福田　岩緒

ジル・バークレム

藤村　久和

エミリー・ロッダ

著者

富安　陽子

出版社

出版ワークス

絵本塾出版

日時：令和４年９月２日（金）
１４：００～１５：００（開場１３：３０）

場所：小幡記念図書館 研修室
人数：２０名 （申し込み先着順）

講師：千歳農園スタッフ
受付開始：８月３日(水)より

※２０名になり次第受付終了

野菜づくりのコツと裏技講座
～秋冬野菜編～

令和4年度第2回 図書館講座

『野菜づくりの講座』第２弾！です。
２月に開催された～春夏野菜編～に参加された方、初めて参加される方、専門

の講師の方のお話を聞いてみませんか？質問も事前に受け付けます。
申し込みされたい方はカウンターで配布しているチラシに記入して提出される
か、お電話でも受付を行っております。

① ② ③

④ ⑤ ⑥

⑦ ⑧ ⑨

⑩ ⑪ ⑫
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曜日

曜日

金曜日 「大幡小学校」　→　「聖ヨゼフ寮」

13：00　～　13：30

時間

13：10　～　13：40

水曜日

時間

☆Aコース

☆Bコース

「如水小学校」　→　「如水こども園」 13：10　～　13：40金曜日

駐車地

駐車地

「小楠小学校」→「尚武館：（小楠児童クラブひまわり）」

宿題に役立ちそうな本をしょうかいします！
何をしようかな？と、なやんだ時は本を見てから決めてみて！

夏休み期間（7/21～8/24）の間は、移動図書館車の小学校への運行が、
下記のように一部変更になります。ご利用の際はお気を付けください。

『ちびまる子ちゃんの
自由研究』

沼田 晶弘/監修
集英社

『実験・観察大図鑑』

ロバート・
ウィンストン/著

新星出版社

『小学生の究極の
自学ノート図鑑』

森川 正樹/著
小学生

『キッチン実験室』

オレンジページ

『博物館のプロのスゴ技で
自然を調べよう』

小川 誠/共著
少年写真新聞社

『なぜなぜ？かいけつ
ルーペくん』

うえたに夫婦/著
パイインター
ナショナル

『国谷裕子と考える
SDGsがわかる本』

国谷 裕子/監修
文溪堂

『朝日ジュニア学習年鑑

2022』

朝日新聞出版

『ちびまる子ちゃんの

読書感想文教室』

見田 桃子/著
集英社

『算数の図鑑』

キャロル・
ヴォーダマン/著

誠文堂新光社

『算数の実験大図鑑』

DK社/編著
新星出版社

さんすう

じがくじっけん

さんすう

けんきゅう

じっけん けんきゅう けんきゅう

どくしょけんきゅうSDGs

いきもの

『ふしぎ！光る生きもの
大図鑑』

近江谷克裕/著
国土社



蔵書冊数 小幡 三光 本耶馬渓 耶馬溪 山国 全館

図書 201,388 24,216 16,790 44,668 55,281 342,343

雑誌 1,908 299 297 204 299 3,007

視聴覚資料 6,035 322 342 338 1,432 8,469

合計 209,331 24,837 17,429 45,210 57,012 353,819

貸出冊数 小幡 三光 本耶馬渓 耶馬溪 山国 全館

図書 343,222 58,815 25,353 22,636 15,720 465,746

雑誌 17,826 2,029 1,397 949 559 22,760

視聴覚資料 11,472 1,783 1,132 625 1,109 16,121

合計 372,520 62,627 27,882 24,210 17,388 504,627

一般 児童 合計

83,919 21,240 105,159

小幡 三光 本耶馬渓 耶馬溪 山国 全館

20 3 2 3 2 30

(12) (2) (1) (2) (2) (19)

新着図書

移動図書館車

積載冊数

三光 本耶馬渓 耶馬溪 山国

38 30 39 35

図書館の本の冊数、利用人数や移動図書館車について

利用人数 登録者人数 48,889

職員数
(カッコ内は司書数）

※蔵書数、貸出数、利用者人数、職員数は2022年3月末日のデータです。

毎週木曜日に約200冊入荷します。

旧中津地域 三光・本耶馬渓地域 耶馬溪・山国地域

約3,000冊 約2,500冊 約2,500冊
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サービスポイント
(駐車地)

54

～図書館について～ ～小幡篤次郎
　オバタ　トクジロウ

～ ～図書館の歴史～

　小幡記念図書館は、中津城の近くにある
図書館です。
郷土の偉人、福沢諭吉の右腕として活躍し
た“小幡篤次郎”の遺言によって誕生した
図書館なので「小幡記念図書館」といいま
す。明治42年（1909年）に開館したの
で、100年以上の歴史があります。
　現在の図書館は平成5年（1993年）に
新しく建て替えられた建物で、「公共建築
百選」建築大臣賞も受賞しています。

　
　「小幡記念図書館」の生みの親であ
る小幡篤次郎は、中津藩の武士の家に
生まれ、福沢諭吉の右腕となり、慶応
義塾の塾長もつとめた人物です。
有名な『学問のすゝめ』を福沢諭吉と
ともに著しています。
故郷中津の学問の推進発展につとめ、
没後はその遺志により自宅と蔵書の半
分が寄贈され（もう半分は慶応義塾大
学へ寄贈）、中津図書館が設立されま
した。
　図書館の館内には、小幡篤次郎の記
念コーナーもありますので、ぜひご覧
下さい。
より詳しく小幡篤次郎に
ついて知ることが出来
ます。

　
　明治42年（1909年）,小
幡篤次郎の遺志によって「中
津図書館」が誕生。明治45
年（1929年）に「小幡記念
図書館」へ改称しました。
昭和22年（1947年）には
中津市に寄付され、「中津市
立小幡記念図書館」となりま
した。
平成5年（1993年）に現在
の場所に新築移転し、平成
17年（2005年）の市町村
合併を経て三光・本耶馬渓・
耶馬溪・山国の図書館4館を
加えた中津市立図書館がス
タートしました。



　　日時：８月６日、１３日、２７日(毎週土曜日）

　　　　　　１４：００～

　　場所：視聴覚室　　　　　　　　※１６名限定。先着順

　　(内容)

　　６日（児童）…「岬のマヨイガ」

　１３日（児童）…「君の膵臓を食べたい　劇場アニメ」

　２７日（一般）…「猫忍」

８/３,６,１0,１２日（一般）…「「福澤諭吉」そして文明の海原へ」

※２０日は美術鑑賞講座のため、上映会はお休みです。

　☆日時：８月１７日（水）（毎月第3水曜日） 　☆日時：８月８日、２２日、２９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：８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 9/1 2 3

　　☆日時：８月４日（木）　13：30～15：30 ＊開館時間　

　　☆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

図書館上映会

--　7　--

　おはなし会　赤ちゃんおはなし会

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/


