
 

資料総点検休館期間)１２月５日(月)から１２月９日(金)

年末年始休館期間)１２月２９日(木)から１月４日(水)

中津市立図書館は上記の期間、休館いたします。

期間中の返却は返却ポストをご利用ください。

本年は１２月２８日(水)が今年最後の開館です。

新年は１月５日(木)からのご来館をお待ちしております。

休館のお知らせ日 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 2 3 4 5 6 7

クリスマスプレゼントくじ

児童向け

開催日)令和4年12月26日(月)

時間)10：30～

場所)小幡記念図書館
カウンター横

新春 福くじ

大人向け

開催日)令和5年1月6日(金)

時間)10：30～

場所)小幡記念図書館 研修室

※注意※

・抽選には当日貸出したレシートをご提示ください。ひとり1回までです。



順位 分類番号 予約数 冊数

1 夜に星を放つ 913.6 23 4

2 ハヤブサ消防団 913.6 22 7

3 おいしいごはんが食べられますように 913.6 19 6

4 財布は踊る 913.6 15 5

5 機械仕掛けの太陽 913.6 13 3

6 ＃真相をお話しします 913.6 12 4

２位　　 ３位 ４位　　 ５位 ６位

　　　「君がいる、いた、そんな時」「マジカルミラー」

　　　「シリーズにっぽん農紀行　ふるさとに生きる９」

　　　「ふしぎ駄菓子屋銭天堂　５」

　　　「トムとジェリー　７」

　　　「ミラベルと魔法だらけの家」

以上　6　点 ※12月下旬からの貸出予定となります。

ルーズリーフ手帳の作り方 マルマン

人生後半、上手にくだる 一田　憲子

徳川家康の決断 本多　隆成

子育て365日　親の不安がスーッと消える言葉集 親野　智可等

ずっと元気でいたければ60歳から食事を変えなさい 森　由香子

80歳、村上祥子さんの長生き発酵食レシピ 村上　祥子

収納上手のインテリア押入れ 成美堂出版

はじめての全部スマホでできる！ヤフオク！ 吉岡　豊

名画の中で働く人々 中野　京子

五〇人の作家たち 岡山　典弘

光のとこにいてね 一穂　ミチ

老害の人 内館　牧子

なんとかしなくちゃ　青雲編 恩田　陸

機械仕掛けの太陽 知念　実希人

無人島のふたり 山本　文緒

～並び替えて「ことわざ」にしよう！～

問１.　か　も　え　に　ち　た　い 先月の答え

ヒント：　実際には役に立たないもの ・うそもほうべん(うそも方便)

問２.　た　っ　た　い　お　き　が　も　じ　ち　つ ・けがのこうみょう(ケガの功名)

ヒント：　すぐに実行するべし！ ※今月の答えは来月号に掲載します。

高瀬　隼子

913.6

書名 著者名

（2022年11月17日現在）

書　　　　　　名 著　　者

原田　ひ香

窪　美澄

159.7

知念　実希人

分類番号

結城　真一郎

（2022年11月17日現在）

池井戸　潤

‐　1　‐

498.5

596

913.6

597.5

673.3

002.7

914.6

723

910.2

289.1

913.6

367.7

913.6

１位



◆今月のテーマ◆

かぞくもいろいろ、みんなちがう…今月は「家族」の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―

学校で、自分の家族の話をするこ

とになった女の子。「わたしの家

族はほかとちがうから」と黙って

しまいますが、クラスメイトたち

の家族もちがっていて…子どもた

ちのユーモラスな語りが楽しい、

あたたかい家族のお話。

ケーキ、パイとタルト、チョコ

レートのおかし、クリスマスのお

かし…。あなたは、どんなおかし

が好きですか? 世界中のいろい

ろなおかしを紹介します。それぞ

れのおかしがどこの国で生まれた

のかがわかる国旗のマーク付き。

◆コメント◆

小さな絵本を開くと…ケーキにチョコレート、クッキー、

和菓子などなど。そこにはページいっぱいにおいしそうな

お菓子がたくさん！丁寧に美しく描かれているお菓子は、

見ているだけでわくわくします。

『おかしのずかん』
大森 裕子／作 白泉社

『トントントンをまちましょう』ひさかたチャイルド

✿あまんきみこさん

『ちいちゃんのかげおくり』『きつねのかみさま』

✿モーリス･センダックさん

◆ 作品の一例◆

『バンブルアーディ』『父さんがかえる日まで』など

『すてきなテーブル』
ピーター・レイノルズ／絵と文 新評論

『わたしのかぞくみんなのかぞく』
サラ・オレアリー／さく あかね書房

夕方から降り出した雪を見て、

あわてて甘酒を作り始めたお母

さん。しばらくすると、知らな

い子どもたちが次々と甘酒を飲

みにやってきて…。思いやりに

満ちた優しい世界を描く、冬の

夜にぴったりの絵本。

ひとりで食事をしているヴァイオ

レット。スマホやタブレットに夢

中でバラバラになってしまった家

族を再びひとつの食卓に集わせよ

うと立ち上がり…。「孤食・黙

食・ネット依存」と「家族の時間

の有限性」を考える絵本。



　　日時：１２月３日、１０日、２４日(毎週土曜日）

　　　　　　１４：００～

　　場所：視聴覚室　　　　　　　　※１６名限定。先着順

　　(内容)

　　３日（一般）…「おしい刑事　１」

　１０日（一般）…「おしい刑事　２」

　２４日（児童）…「ミッキーマウス　１」

※　17日は美術鑑賞講座のため、上映会はお休みです。

　☆日時：１２月２１日（水）（毎月第3水曜日） 　☆日時：１２月１２日、１９日、２６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：１２月２１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

1/1 2 3 4 5 6 7

　　☆日時：１２月１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

図書館上映会

--　3　--

　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/


