
日 月 火 水 木 金 土

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

5/1 2 3 4 5 6 7

＊開館時間

小幡記念図書館　…　９：００～１９：００

分館（三光・本耶馬渓・耶馬溪・山国）

　　　…１０：００～１８：００



　平成２８年４月１日より、開館時間延長をはじめ、新駐車場の整備、

移動図書館車のサービスポイント増設など、図書館がより便利になりました！

　平成２８年４月１日より、利用者の要望や利便性の向上のため、中津市立図書館の開館時間を

下記のように変更しました。

　小幡記念図書館（開館日全日)　　　　　　　 　　　　　　9：00～19：00
　三光・本耶馬渓・耶馬溪・山国図書館（開館日全日）　　10：00～18：00

　小幡記念図書館の正面玄関の向かい側に、新たに

駐車場を整備しました。

　２７台の自動車を駐車することができます。

　開館時間が延長し、新駐車場も整備され、より便利に

なった図書館を、ぜひご利用ください！

　平成28年4月1日より、移動図書館車の運行表が変更になります。

従来より駐車地を増やし、より多くの地域で図書館サービスをご提供いたします。

どうぞご利用ください。

　なお、隔週の運行になる地域もございますので、ご利用の方は最終ページの

運行表をご確認ください。

　ご不明な点などございましたら、図書館ホームページをご覧いただくか、下記連絡先までお問い

合わせください。

〔連絡先〕　小幡記念図書館　℡０９７９‐２２‐０６７９

　※図書館だより３月号でお知らせしました運行表に、一部分修正がございます。

　・大幡小学校（月曜日Ｂコース）→金曜日Ａコース　13：10～13：40

　・沖代小学校（金曜日Ａコース）→月曜日Ｂコース　13：05～13：35

　利用者の皆様にはご迷惑をおかけしまして申し訳ございませんが、ご了承ください。

　運行表の詳細は、７ページの一覧表をご覧ください。
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【こどもの読書週間　紹介】
　子どもたちにもっと本を、子どもたちにもっと本を読む場所をとの願いから、

「こどもの読書週間」は１９５９年（昭和３４年）に誕生しました。もともとは、５月５日の

「こどもの日」を中心とした２週間（５月１日～１４日）でしたが、子どもの読書への関心

の高まりを受けて、「子ども読書年」である２０００年より現在の４月２３日（世界本の日・

子ども読書の日）～５月１２日に期間を延長しました。開始当時より、図書館・書店・

学校を中心に、子どもたちに本を手渡すさまざまな行事が行われてきました。

　幼少のときから書物に親しみ、読書の喜びや楽しみを知り、ものごとを正しく

判断する力をつけておくことが、子どもたちにとってどんなに大切なことか……。子どもに読書を勧めるだけでなく、

大人にとっても子どもの読書の大切さを考えるとき、それが「こどもの読書週間」です。

☆児童書　無料配布 ＊春のおたのしみおはなし会

☆雑誌　無料配布 日時　４月２５日（月）

日時　４月２３日（土）～ 　　　　１１：００～（４５分程度）

場所　小幡記念図書館内 場所　小幡記念図書館　研修室

【配布資料】児童書、絵本、週刊誌 内容　市内ボランティアさん

　 　　　　による読み聞かせや

　　　　手遊びなど

小幡記念図書館では「こどもの読書週間」

「こども読書の日」にあわせて、

「としょかん　どくしょとざん」を

開催いたします。
４月23日（土）より、読んだ図書の
タイトルを所定の用紙に書き込み、

カウンターへお持ちください。

一冊につき、スタンプを一つ押印します。

スタンプが１５個までたまった方には、

手作りの写真ケースを進呈いたします。

ぜひご参加ください！

（受付期間）平成28年4月23日～5月12日（木）　　 ※所定の用紙はカウンターにございます。

（実施期間）平成28年4月23日から5月30日まで

　　　　　　文章・画像は「社団法人　読書推進運動協議会」ホームページのフリー素材より引用
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　図書館職員が選ぶ「こどもの読書週間」標語に

　ちなんだおすすめの本をご紹介します。

　お気に入りの本を読むと、楽しかったり、励まされたり、癒されたりしますね。

　すてきな絵本や物語は、こどもも大人も笑顔にする力を持っています。

　４月はたくさんの人が希望を胸に、新しいスタートをはじめる季節です。

　緊張したり疲れたときには、ちょっと肩の力を抜いて、やさしい本に癒されて

　みませんか。心がほのぼのと温まり、笑顔になれる本をご紹介します。

分類

分類

分類

分類

分類

　ひとりぼっちのカエルのぴいぽは、ゆめの中でひつじに出会います。途中で離ればなれに
　なってしまうけど、最後のページをひらいた瞬間やさしい気持ちが広がります。
　色づかいがとてもすてきな絵本です。

　●作品紹介●

　「ひいき」っておうえんすることだよ。
　給食が食べられないさなえちゃんをクラス全員で応援します。
　人の心によりそうやさしい気持ちに心が温かくなります。

タイトル/
著者/出版社

　●作品紹介●

　おばあちゃんの家のすてきな庭に現れる動物たちにとても癒されます。
　マリコちゃんの日常に起こる不思議な物語を、ぜひ読んでみてください。

　●作品紹介●

　●作品紹介●

KE（絵本）

『ひいきにかんぱい!』（宮川ひろ　作／童心社）
K913

（日本の小説）

『いかすぜ!ブブヒコ』（中川ひろたか　作・絵／文溪堂）

『ぴっぽのたび』（刀根里衣　著／NHK出版）

タイトル/
著者/出版社

『黒ねこ亭でお茶を』（長井理佳　作／岩崎書店）
K913

（日本の小説）

タイトル/
著者/出版社

　犬のブブヒコと飼い主のパパしゃんとおさんぽでのおはなしです。
　ブブヒコの不思議な世界にひきこまれます。ダジャレもちりばめられており、思わず笑って
　しまいます。ドーナツを追いかけるブブヒコの表情も迫力があり、とてもかわいいです。

KE（絵本）
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タイトル/
著者/出版社

『じぶんの木』（最上一平　作／岩崎書店） KE（絵本）

　小学生のわたるは“伝じい”と呼んでいるひいじいちゃんから色々な話しをしてもらいました。
　熊の話、山の話、そしてだれにでも「じぶんの木」があるという話。
　本を閉じた後も心に染み入ってくるお話しです。

　●作品紹介●

タイトル/
著者/出版社



分類

分類

分類

分類

分類

分類

分類

分類

タイトル/
著者/出版社

　人はみな心の中に、１本の木を持っている。
　植物園の人々との交流の中で、さえらの心があたたかく成長していく景色が美しく描かれています。

タイトル/
著者/出版社

　●作品紹介●

　●作品紹介●

KE（絵本）

　日本全国の桜の手当てをし、見守る佐野藤右衛門さんは、「桜守」と呼ばれています。
　桜を守る仕事、いのちを継いでいくという事を、桜の一年を通して伝える写真絵本です。
　佐野さんの柔らかな京都弁と満開の桜の写真に、心癒される一冊です。

タイトル/
著者/出版社

『賢者のおくりもの』（オー・ヘンリー　原作／金の星社） KE（絵本）

　●作品紹介●

　●作品紹介●

　主人公が学校で見つけた忘れ物の本はまだ発売されていない最新刊だった、という謎を解き明かす
　表題作「だいじな本のみつけ方」の他、本に関する日常のちょっとした謎を描いた物語です。
　本を通じて人との関わり方を考えていく主人公から前向きになれる気持ちをもらえる１冊です。

　アイウエ王国のアイウエ王、カキクケ公国のカキクケ公。
　では、サシスセソ、タチツテトは何だろう？と５０音を使ったお話しです。
　言葉あそびが楽しい絵本です。
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　一番大切な人への贈り物のために、自分が大切なものを売ってしまいます。
　最終的に、贈り物は無駄になってしまったけど、相手に対する愛情が伝わって心がほっこりしました。
　いもとようこさんの優しい絵もすてきで、物語と絵の両方で心温まる絵本です。

タイトル/
著者/出版社

『ルラルさんのにわ』（いとうひろし　作／ポプラ社） KE（絵本）

『だいじょうぶだいじょうぶ』（いとうひろし　作・絵／講談社） KE（絵本）

タイトル/
著者/出版社

『アイウエ王とカキクケ公』（武井武雄　原案／童心社）

　この本の「ぼく」には大好きなおじいちゃんがいます。困った事があるたびにおじいちゃんは
　「だいじょうぶ　だいじょうぶ」とはげましてくれます。
　みなさんの大好きなおじいちゃんやおばあちゃんを思い浮かべながら読んでもらいたい一冊です。

タイトル/
著者/出版社

『桜守のはなし』（佐野藤右衛門　作／講談社）
K627

（園芸）

『だいじな本のみつけ方』（大崎梢　著／光文社）

　●作品紹介●

KE（絵本）

　●作品紹介●

タイトル/
著者/出版社

『鬼塚パンチ!』（鬼塚忠　著／KADOKAWA）
913.6

（日本の小説）

　●作品紹介●

　笑って泣ける、痛快な青春物語。主人公の父親がハチャメチャな人物ですが、
　ここぞという時に心に響くことを言ってくれます。落ち込んでいる時でも、
　あったかい前向きな気持ちになれる一冊です。

　ルラルさんの、たいせつなしばふの庭に、大きなワニがねそべって…　「なあ、
　おっちゃん、ここにねそべってみなよ」というのです。ルラルさんがおっかなびっくり
　ねそべってみたら…。
　あなたもきっと、ルラルさんの庭にねころびたくなるでしょう。ほのぼのと、心が
　あたたかくなる絵本です。

913.6
（日本の小説）

　●作品紹介●

タイトル/
著者/出版社

『大きな木のような人』（いせひでこ　作／講談社）



新着本　（毎週 約２００冊。木曜日or金曜日に配本します。）
著　者（出版社） 分類番号 分類番号

佐々波 幸子　著 019.5 K 152

岩下 明裕　著 312.9 K 460

小林 弘幸　著 493.4 K 625

trikotri　著 594.9 K 913

荻原 浩　著 913.6 K 913

川上 未映子　著 914.6 KＥ

ヨハン・テオリン　著 949.8 KＥ

　　「WOOD JOB！　神去なあなあ日常」「奇跡のひと　マリーとマルグリット」「能楽名演集　松風」

　　「グレート　トラバース　前編・後編」「１０ぴきのかえる　２」「日本の昔ばなし　６　わらしべ長者他」

　  「ディズニー・ショートフィルム・コレクション」の８点です。４月上旬からの貸出予定です。

順位 分類番号 予約数 冊数

1  火花 913.6 43 9

2  人魚の眠る家 913.6 36 5

3  天才 913.6 20 2

4  あの日 916 18 1

5  坂の途中の家 913.6 15 4

　本と映像に親しむ会 　図書館上映会

　　日時：4月7日(木）　19：00～21：30 　　日時：第１･第３･第４土曜日 　 14: 00 ～ （通常）

　4月 子ども向け

「殺人者はいかに誕生したか」 　2日…「リトル・モンスター」

23日…「ぼくチロ！てがみがほしい」

　中津読書クラブ 30日…「日本の昔ばなし　6

　　　　　　　　　　　　わらしべ長者」

一般向け

　源氏物語を読む会（※会場は研修室or視聴覚室） 16日…「グレートトラバース　

　　日時：4月7日(木）　13：30～15：30 　　　　～日本百名山一筆書き踏破　九州他～」

　　内容：原文を声に出して読み、平安時代の社会、 　※4/9は版画教室のため、上映会はお休みです。

　　　　風習の解説を加えて千年の時を経ても人間の

　　　　思いの変わらないことを登場人物を通して知る。

　おはなし会 　赤ちゃんおはなし会

　日時：毎週月曜日 　 11: 00 ～ 11: 30 （30分程度） 　　☆日時：毎月第３水曜日　11時～11時30分

　4月　…4日、11日、18日、25日 　　　4月　…20日　　☆対象　…０歳児

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

　　　　　手遊びなど、親子で楽しい一時を！ わらべ歌あそびなど、赤ちゃんのための

※祝日開館の月曜日は、おはなし会はお休みです。 お話会です。 
　　　　　　

小保方 晴子

（２０１６年３月３０日現在）

　書　　　名　　　（一般） 　　書　　　名　　　（児童） 著　者（出版社）

 生きてごらん、大丈夫  保健室の恋バナ+α 金子 由美子　著

 入門国境学  生命デザイン学入門 小川(西秋)葉子　編著

 朝だけ腸活ダイエット  くだものノート いわさ ゆうこ　作

 動物ぽんぽん  モンスター・ホテルでピクニック 柏葉 幸子　作

 海の見える理髪店  ななこ姉ちゃん　 宮崎 貞夫　作

著　　者

 おめかしの引力  あったかいな くすのき　しげのり　作

 夏に凍える舟  アーロと少年 KADOKAWA

又吉　直樹

東野　圭吾

石原 慎太郎

（２０１６年３月３０日現在）

書　　　　　　名

‐　５　‐

角田　光代

　　内容：「死刑」（森 達也　著/角川書店）

４月～６月はお休みです。

　　　　　　（長谷川博一　著/新潮社）



～サクラサク！新年度がはじまります！～

～お知らせ～　「アートスペース中津」4月の展示

4月6日(水)～12日(火)　生涯学習大学活動紹介展

4月13日(水)～25日(月)　建築設計模型展示

―6―

3月中に企画展「田中長光展」が無事終了しました。皆さんご来館いただき有難う
ございます！「春の常設展」開催中の木村記念美術館では、日本画家 弘永きぬえ
(1918～2012)の作品を展示しています!弘永氏は、終戦後から中津で日本画制作
を続けた画家です。優しいタッチで丁寧に描かれた画面が特徴で、作品の主題に
は自然の風景が多く選ばれています。昨年、弘永氏の甥である木山さんから美術
館に「浅春」「暮色」「静寂」の3点をご寄贈いただきました。今回の「春の常設
展」が初公開となります!期間中は「浅春」を展示していますので、大画面に描か
れた
自然の美しさを是非ご覧下さい!!ご来館お待ちしています!

♦今月は　絵本で大海原にくりだそう！『海と船』の絵本　をご紹介します♦

♦今月のお薦め♦    ♦今月の絵本作家さん♦

港に大きな船がやってきた！作業員

やトラック、フォークリフトなどが

待ち受ける中、人や車、色々な荷物

が降りてきて、港はたちまちにぎや

かに。すると今度は、色々なものが

船に積まれていき…。細かな線で描

かれており、絵の中で様々な物語が

見えてきます。親子でわいわい会話

が広がる絵本です。

満月の夜、お母さんのおなかから広

い海にすべり出たざとうくじらの赤

ちゃん。それを見つけたお月さまは

誕生を祝います。赤ちゃんはお母さ

んの真似をしながら、色々なことを

覚えます。ジャンプできるように

なった赤ちゃんは、お月さまに見せ

ようとして…。見返しにお母さんが

唄ってあげている子守歌の楽譜が

こねこのにおのところへ、たま

こちゃんから真っ赤な風船と

カードが届きました。カードに

は「あそびにきてね」と書いて

あります。大喜びのにおの手か

ら離れた風船は、三毛猫みーた

や、黒猫くろすけのところへも

飛んでいき…。

ボクは、なみだをポトンと落とす。気

づくとボクは、大きな海で、小さなく

じらになっていた。ぽつんと見えた船

に近づくけれど、ボクのことなど気に

かけていない。その時だった。「こん

ばんは、くじらさん」。さびしがりや

なボクが広い広い海で出会ったのは

…？満月の夜の不思議なおはなし。

“ママともっといっしょにいたいな”という主人公の

健気な気持ちがじんわりと伝わってきます。親子の目

に見えないつながりを感じる心やすらぐ絵本。

『真ん丸月夜のくじら』

なかやま ゆきえ／作 新風舎 『おてがみ』

『ふねがきた！』

笠野 裕一／作 福音館書店

『くじらのあかちゃん おおきくなあれ』
神沢 利子／文 福音館書店

福音館書店

ビアトリクス・ポター さん
♦作品♦
『ピーターラビット』シリーズなど

中川 李枝子 さん
『ぐりとぐら』シリーズ

『そらいろのたね』など



※①A・B各コースは、隔週で運行します。(移動図書館カレンダーでご確認ください)

 　② (　)　は、小学校夏休み時の駐車地です。

曜日 予定時間 予定時間

10:40～11:00 東浜 東浜ゲートボール駐車場

11:10～11:30 中央 燦燦館中央

13:05～13:35 沖代A 沖代小学校

(沖代A) (沖代小学校)

13:40～14:00 上万田 上万田団地

14:10～14:30 黒水 黒水生活改善センター

14:40～15:00 永添A いずみの園

15:10～15:30 古城 古城公務員住宅

15:40～16:00 鶴居 鶴居コミュニティーセンター

16:10～16:30 沖代 沖代公民館

10:25～10:45 三保 三保交流センター

11:00～11:20 宮夫B 玄々堂

13:00～13:30 小楠Ａ 小楠小学校

(小楠S) (尚武館)

13:40～14:00 宮夫A 深町団地

14:10～14:30 是則 東中津駅

14:40～15:00 上如水 燦燦館東なかつ

15:10～15:30 如水 如水コミュニティーセンター

15:40～16:00 下池永 雇用促進住宅

16:10～16:30 小楠 小楠コミュニティーセンター

10:15～10:35 下万田 下万田団地

10:45～11:05 五領 五領住宅

11:15～11:35 高瀬 鶴居文化センター

13:10～13:40 三保Ａ 三保小学校

(三保Ａ) (三保小学校)

13:50～14:10 犬丸 犬丸集会所

14:20～14:40 野依 野依集会所

14:50～15:10 植野 植野公民館

15:20～15:40 今津 今津コミュニティーセンター

15:50～16:10 和田 和田公民館

10:10～10:30 大塚 八社神社

10:40～11:00 角木 第一共同調理場

11:10～11:30 小祝 グループホーム小祝

13:10～13:40 如水A 如水小学校

(是則S) (如水保育園)

13:50～14:10 如水B ややま園　如水

14:20～14:40 大悟法 県営大悟法団地

14:50～15:10 榊原 榊原集会所

15:20～15:40 大幡 大幡コミュニティーセンター

15:45～16:05 大幡B 清浄園

16:15～16:35 金手 慶応アカデミー

移動図書館車カレンダー
数字 Ａコース

日 月 火 水 木 金 土
1 2 数字 Ｂコース

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 数字 休み

17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

- 7 -

Ａコース Ｂコース

10:40～11:00 東浜 東浜ゲートボール駐車場

11:10～11:30 中央 燦燦館中央

12:50～13:20 鶴居Ａ 鶴居小学校

(鶴居Ａ) (鶴居小学校)

13:40～14:00 上万田 上万田団地

14:10～14:30 黒水 黒水生活改善センター

14:40～15:00 永添A いずみの園

15:10～15:30 古城 古城公務員住宅

15:40～16:00 鶴居 鶴居コミュニティーセンター

16:10～16:30 沖代 沖代公民館

水

10:25～10:45 三保 三保交流センター

11:00～11:20 一ツ松 東九州短大付属幼稚園

13:00～13:30 和田Ａ 和田小学校

(和田Ａ) (和田小学校)

13:40～14:00 諸田 諸田憩の家

14:10～14:30 犬丸A なのみ台団地

14:40～15:00 北原 北原地区生活改善センター

15:10～15:30 如水 如水コミュニティーセンター

15:40～16:00 下池永 雇用促進住宅

16:10～16:30 小楠 小楠コミュニティーセンター

木

10:15～10:35 下万田 下万田団地

10:45～11:05 五領 五領住宅

11:15～11:35 高瀬 鶴居文化センター

13:10～13:40 今津A 今津小学校

(今津A) (今津小学校)

13:50～14:10 鍋島 鍋島拠点施設

14:20～14:40 今津C 今津区集会所

14:50～15:10 今津B 今津神事場

15:20～15:40 今津 今津コミュニティーセンター

15:50～16:10 和田 和田公民館

金

10:10～10:30 大塚 八社神社

10:40～11:00 角木 第一共同調理場

11:10～11:30 小祝 グループホーム小祝

13:10～13:40 大幡Ａ 大幡小学校

(大幡S) (聖ヨゼフ寮)

13:50～14:10 大貞 ややま園　大貞

14:20～14:40 永添B 悠久の里

14:50～15:10 榊原 榊原集会所

15:20～15:40 大幡 大幡コミュニティーセンター

15:45～16:05 大幡B 清浄園

16:15～16:35 金手 慶応アカデミー

4月
【代表】小幡記念図書館

〒871-0056 中津市1366番地1（片端町）

℡：0979-22-0679/Fax：0979-24-3516

◇メールアドレス：tosyokan@city.nakatsu.lg.jp

◇ホームページ： https://libwebsv.city-nakatsu.jp/



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

＊開館時間

小幡記念図書館　…　９：００～１９：００

分館（三光・本耶馬渓・耶馬溪・山国）

　　　…１０：００～１８：００



新着本　（毎週 約２００冊。木曜日or金曜日に配本します。）
著　者（出版社） 分類番号 分類番号

三木 英之　監修 493.6 K 289

福田 淳子　[著] 596 K 481

木嶋 利男　著 626.1 K 726

山根 基世　著 809.5 K 913

朝井 リョウ　著 913.6 K 913

恩田 陸　著 913.6 K 913

平野 啓一郎　著 913.6 KＥ

サラ・ウォーターズ　著 B 933 KＥ

　　「豆助っていいな。歴代ベスト（初代～１１代目）」「マイ・インターン」「スヌーピーのいじめっ子と勝負！」

　　「おかあさんの木」「うっかりペネロペ　家族といっしょ編」「トムとジェリー　花火はすごいぞ」「美女と野獣」

　　「ミッフィーのおじさまとおばあさま」の８点です。５月下旬からの貸出予定です。

順位 分類番号 予約数 冊数

 火花 913.6 9

 人魚の眠る家 913.6 5

3  羊と鋼の森　 913.6 33 5

4  天才 913.6 30 4

5  あの日 916 21 1

　本と映像に親しむ会 　図書館上映会

　　日時：第１･第３･第４土曜日 　 14: 00 ～ （通常）

　5月 子ども向け

　7日…「うっかりペネロペ　家族といっしょ編」

　中津読書クラブ 28日…「ブルーナのおはなしえほん

　　　　　ミッフィーのおじいさまあとおばあさま」

一般向け

　源氏物語を読む会（※会場は研修室or視聴覚室） 21日…「僕がネコに嫌われる理由」

　　日時：5月12日(木）　13：30～15：30

　　内容：原文を声に出して読み、平安時代の社会、 　※5/14は版画教室のため、上映会はお休みです。

　　　　風習の解説を加えて千年の時を経ても人間の

　　　　思いの変わらないことを登場人物を通して知る。

　おはなし会 　赤ちゃんおはなし会

　日時：毎週月曜日 　 11: 00 ～ 11: 30 （30分程度） 　　☆日時：毎月第３水曜日　11時～11時30分

　5月　…9日、16日、23日、30日 　　　5月　…18日　　☆対象　…０歳児

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

　　　　　手遊びなど、親子で楽しい一時を！ わらべ歌あそびなど、赤ちゃんのための

※祝日開館の月曜日は、おはなし会はお休みです。 お話会です。 
　　　　　　

36

 タマゴマジック  嵐をよぶ合唱コンクール!? 宮下 恵茉　作

（2016年4月21日現在）

　書　　　名　　　（一般） 　　書　　　名　　　（児童） 著　者（出版社）

 痛くないストレッチ  大村智ものがたり 馬場 錬成　著

 3分からはじめる料理  さがそう!生きものかくれんぼ　1 今泉 忠明　監修

 野菜の植えつけと種まきの裏ワザ  いわさきちひろ 松本 由理子　文

 こころの声を「聴く力」  雨の日のせんたくやさん にしな さちこ　作・絵

 ままならないから私とあなた  タスキメシ 額賀 澪　著

 マチネの終わりに  よるのさかなやさん 穂高 順也　文

 黄昏の彼女たち　上下  バンブルアーディ モーリス・センダック　作

（2016年4月22日現在）

書　　　　　　名 著　　者

小保方 晴子

又吉　直樹

東野　圭吾

宮下 奈都

石原 慎太郎

1

‐　１　‐

5月はお休みです。

４月～６月はお休みです。



　　　

―2―

～見て触れ合って好きになる!美術鑑賞講座始まります!～

　気温も上がり、新緑がまぶしい季節になりました。さて、木村記念美術館では、
６月から美術鑑賞講座“美術のすすめ”が始まります!偶数月第3土曜日開催の連続講
座です。県内の美術を中心に、美術に関する内容をお届けします!
是非チェックしてみてくださいね。また、美術館の「春の常設展」は5月23日(月)ま
での開催です。皆様ぜひご来館ください!!なお、木村記念美術館は、
下記期間に展示替えのため臨時休館させていただきます。ご了承ください。

～お知らせ～　「アートスペース中津」５月の展示

5月4日(水)～16日(月)　　　岡田幸正写真展

5月18日(水)～30日（月）　松川和博木版画展

♦今月は 　古き時代を味わおう　『昔むかし…』の絵本 をご紹介します♦

♦今月のお薦め♦    ♦今月の絵本作家さん♦

イソップの物語から、オオカミが登

場する話、キツネが登場する話を集

めた絵本です。おなじみの話から、

日本ではあまり紹介されてこなかっ

た話まで14編を収録。ピッロ・クニ

ベルティが1950年代に描いた珠玉

のイラストは、今なお新鮮な魅力に

あふれています。

ノウサギが昼寝をしようとしていると、

マンゴーが落ちてきました。その大き

な音に、ノウサギは何かが爆発したの

だと思いました。「せかいがこわれは

じめた！」。動物たちがぐんぐん走っ

て、うわさがどんどん広まって…。て

んやわんやの大騒動！インドに伝わる

ジャータカのお話です。

くまこちゃんは、お気に入りの水玉のは

んかちを自分できれいに洗って干しまし

た。乾くまでの間、友だちのみいみちゃ

んたちと遊びに出かけた間に、水玉たち

も遊びたくてはんかちから抜け出してし

まったから、さあたいへん！

くまこちゃんのお気に入りの

はんかちはどうなっちゃうの？

赤い羽根をしたふくろうの夫婦に、子

どもが産まれました。子どものふくろ

うは、羽根もまだ赤くなくて、飛ぶこ

とができません。それに、一緒に遊ぶ

友達もいませんでした。すると、ねず

みがやってきて…。日本各地の絵本原

画展で「子ども審査員賞」投票第1位

を獲得した絵本です。

赤い色が鮮やかで、ふくろうたちの表

情も愛くるしくやわらかいタッチで描

かれています。ふくろうとねずみの友

情にあたたかい気持ちになる絵本です。

『あかいはねのふくろう』

フェリドゥン・オラル／作 復刊ドットコム

ぶっくとーく

『くまこちゃんのみずたまはんかち』

司書が選んだ一冊

『オオカミの話 キツネの話』
イソップ／原作 ワールドライブラリー

『にげろ！にげろ？』
ジャン・ソーンヒル／再話・絵 光村教育図書

鈴木出版

瀬田 貞二 さん
♦作品♦

『きょうはなんのひ？』

『よあけ』（訳）など

なかや みわ さん
『くれよんのくろくん』シリーズ

『どんぐりむら』シリーズなど

休館期間：平成28年5月25日(水)～27日(金)



※①A・B各コースは、隔週で運行します。(移動図書館カレンダーでご確認ください)

 　② (　)　は、小学校夏休み時の駐車地です。

曜日 予定時間 予定時間

10:10～10:30 牛神 ガーデンヴィラおぐす

10:40～11:00 東浜 東浜ゲートボール駐車場

11:10～11:30 中央 燦燦館中央

13:05～13:35 沖代A 沖代小学校

(沖代A) (沖代小学校)

13:40～14:00 上万田 上万田団地

14:10～14:30 黒水 黒水生活改善センター

14:40～15:00 永添A いずみの園

15:10～15:30 古城 古城公務員住宅

15:40～16:00 鶴居 鶴居コミュニティーセンター

16:10～16:30 沖代 沖代公民館

10:25～10:45 三保 三保交流センター

11:00～11:20 宮夫B 玄々堂

13:00～13:30 小楠Ａ 小楠小学校

(小楠S) (尚武館)

13:40～14:00 宮夫A 深町団地

14:10～14:30 是則 東中津駅

14:40～15:00 上如水 燦燦館東なかつ

15:10～15:30 如水 如水コミュニティーセンター

15:40～16:00 下池永 雇用促進住宅

16:10～16:30 小楠 小楠コミュニティーセンター

10:15～10:35 下万田 下万田団地

10:45～11:05 五領 五領住宅

11:15～11:35 高瀬 鶴居文化センター

13:10～13:40 三保Ａ 三保小学校

(三保Ａ) (三保小学校)

13:50～14:10 犬丸 犬丸集会所

14:20～14:40 野依 野依集会所

14:50～15:10 植野 植野公民館

15:20～15:40 今津 今津コミュニティーセンター

15:50～16:10 和田 和田公民館

10:10～10:30 大塚 八社神社

10:40～11:00 角木 第一共同調理場

11:10～11:30 小祝 グループホーム小祝

13:10～13:40 如水A 如水小学校

(是則S) (如水保育園)

13:50～14:10 如水B ややま園　如水

14:20～14:40 大悟法 県営大悟法団地

14:50～15:10 榊原 榊原集会所

15:20～15:40 大幡 大幡コミュニティーセンター

15:45～16:05 大幡B 清浄園

16:15～16:35 金手 慶応アカデミー

移動図書館車カレンダー
数字 Ａコース

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7 数字 Ｂコース

8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 数字 休み

22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

- ３ -

月

ガーデンヴィラおぐす10:10～10:30 牛神

　駐車地　Ａコース 駐車地　Ｂコース

10:40～11:00 東浜 東浜ゲートボール駐車場

11:10～11:30 中央 燦燦館中央

12:50～13:20 鶴居Ａ 鶴居小学校

(鶴居Ａ) (鶴居小学校)

13:40～14:00 上万田 上万田団地

14:10～14:30 黒水 黒水生活改善センター

14:40～15:00 永添A いずみの園

15:10～15:30 古城 古城公務員住宅

15:40～16:00 鶴居 鶴居コミュニティーセンター

16:10～16:30 沖代 沖代公民館

水

10:25～10:45 三保 三保交流センター

11:00～11:20 一ツ松 東九州短大付属幼稚園

13:00～13:30 和田Ａ 和田小学校

(和田Ａ) (和田小学校)

13:40～14:00 諸田 諸田憩の家

14:10～14:30 犬丸A なのみ台団地

14:40～15:00 北原 北原地区生活改善センター

15:10～15:30 如水 如水コミュニティーセンター

15:40～16:00 下池永 雇用促進住宅

16:10～16:30 小楠 小楠コミュニティーセンター

木

10:15～10:35 下万田 下万田団地

10:45～11:05 五領 五領住宅

11:15～11:35 高瀬 鶴居文化センター

13:10～13:40 今津A 今津小学校

(今津A) (今津小学校)

13:50～14:10 鍋島 鍋島拠点施設

14:20～14:40 今津C 今津区集会所

14:50～15:10 今津B 今津神事場

15:20～15:40 今津 今津コミュニティーセンター

15:50～16:10 和田 和田公民館

金

10:10～10:30 大塚 八社神社

10:40～11:00 角木 第一共同調理場

11:10～11:30 小祝 グループホーム小祝

13:10～13:40 大幡Ａ 大幡小学校

(大幡S) (聖ヨゼフ寮)

13:50～14:10 大貞 ややま園　大貞

14:20～14:40 永添B 悠久の里

14:50～15:10 榊原 榊原集会所

15:20～15:40 大幡 大幡コミュニティーセンター

15:45～16:05 大幡B 清浄園

16:15～16:35 金手 慶応アカデミー

5月
【代表】小幡記念図書館

〒871-0056 中津市1366番地1（片端町）

℡：0979-22-0679/Fax：0979-24-3516

◇メールアドレス：tosyokan@city.nakatsu.lg.jp

◇ホームページ： https://libwebsv.city-nakatsu.jp/



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

＊開館時間

小幡記念図書館　…　９：００～１９：００

分館（三光・本耶馬渓・耶馬溪・山国）

　　　…１０：００～１８：００



新着本　（毎週 約２００冊。木曜日or金曜日に配本します。）
著　者（出版社） 分類番号 分類番号

倉地 克直　著 210.5 K 024

ジョン・マッキー　著 335.1 K 486

辨野 義己　著 491.7 K 810

[伊藤 若冲　画] 721.4 K 913

日本推理作家協会　編 913.6 K 913

湊 かなえ　著 913.6 K 953

林　真理子　著 914.6 KＥ

　　「海街diary」「桐島、部活やめるってよ」「日本のいちばん長い日　THE EMPEROR IN AUGUST」

　　「ロード・オブ・ザ　リング　王の帰還」「インサイド・ヘッド」「ライオン・キング」

　　「映画ひつじのショーン　バック・トゥ・ザ・ホーム」の６点です。６月下旬からの貸出予定です。

順位 分類番号 予約数 冊数

1  羊と鋼の森　 913.6 37 5

2  天才 913.6 33 4

3  人魚の眠る家 913.6 30 5

4  火花 913.6 23 9

5  あの日 916 22 1

 本と映像に親しむ会  古文書を読む市民講座

　日時：6月2日(木）　19：00～21：30 　日時：6月16日（木）　　18:00～19:30

　基礎講座を開催します。

　（問合せ先）中津市教育委員会文化財室

 中津読書クラブ 　（0979）22-1111

 図書館上映会

　日時：第１･第３･第４土曜日 　 14: 00 ～ （通常）

　源氏物語を読む会（※会場は研修室or視聴覚室）  　一般向け　　6月11日…「豆助っていいな。」　

　日時：6月2日(木）　13：30～15：30  　子ども向け　6月25日…「シンデレラ」　

　内容：原文を声に出して読み、平安時代の社会、

　風習の解説を加えて千年の時を経ても人間の思いの 　※6/4は版画教室、6/18は図書館行事のため、

　変わらないことを登場人物を通して知る。 　上映会はお休みです。

 おはなし会  赤ちゃんおはなし会

　日時：毎週月曜日 　 11: 00 ～ 11: 30 （30分程度） 　☆日時：毎月第３水曜日　11時～11時30分

　6月　…6日、13日、20日、27日 　6月　…15日　　☆対象　…０歳児

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

　聞かせ、手遊びなど、親子で楽しい一時を！ 　わらべ歌あそびなど、赤ちゃんのためのお話会

 ※祝日開館の月曜日は、おはなし会はお休みです。 　です。 
　　　　　　

　内容：初心者の方にもわかりやすい古文書解読の

　『子どもに貧困を押しつける国・日本』（山野良一　著/光文社）

６月はお休みです。

‐　１　‐

又吉　直樹

小保方 晴子

　内容：『おひとりさまの最期』（上野千鶴子　著/朝日新聞出版）

　『一〇三歳、ひとりで生きる作法』（篠田桃紅　著/幻冬舎）

（2016年5月25日現在）

書　　　　　　名 著　　者

東野　圭吾

宮下 奈都

石原 慎太郎

 ポイズンドーター・ホーリーマザー  ジュウオウジャーかぞく のぶみ　作

 女の七つの大罪  へんてこたまご エミリー・グラヴェット　作

 若冲原寸美術館  名探偵コナン純黒の悪夢(ナイトメア) 青山 剛昌　原作

 ザ・ベストミステリーズ　2016  少年たちの戦場 那須 正幹　作

 世界でいちばん大切にしたい会社  むしこぶみつけた 新開 孝　写真・文

 腸内細菌の驚愕パワーとしくみ  目でみることばのずかん おかべ たかし　文

（2016年5月25日現在）

　書　　　名　　　（一般） 　　書　　　名　　　（児童） 著　者（出版社）

 江戸の災害史  書店・図書館で働く人たち 戸田 恭子　著
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　　～美術作品を見ながらゆっくりの梅雨～

　6月ですね。季節の変わり目ということで、木村記念美術館では5月28日から
「夏の常設展」を開催中です!雨の季節でも楽しめる美術館へ是非お越しくださ
い!!また、6月15日からは、小幡記念図書館研修室で、「第64回中津市美展」が
開催されます。市内作家の作品が一堂に会する機会です。観覧料も無料ですの
で、気軽にお立ち寄りください!開催日程は下記の通りです。

6月15日(水)～27日(月)　　 田中長光
ナガミツ

小品展「季節を描く」

6月2日(木)～13日(月)　　　「山本正和写真展」

～お知らせ～　「アートスペース中津」6月の展示

♦今月は  いつでもあなたの味方！ 　『家族』の絵本 をご紹介します♦

♦今月のお薦め♦    ♦今月の絵本作家さん♦

時計は3時。いつもパパが保育園にお

迎えに来る時間。なのに、きょうは

まだ来ない。もしかして、大変なこ

とがあったのかな？それでぼくと弟

は2人だけになっちゃったのかな？自

分で作った時計のせいで勘違いして

しまったお兄ちゃんが、弟のために

健気に頑張る、ユーモラスで楽しい

お話です。

たっくんの家には、もうすぐ赤ちゃん

が産まれます。「みんなでお母さんを

手伝ってあげようね」とお父さんが言

いました。お手伝いをしたいたっくん

ですが、何をやってもうまくいきませ

ん。でもあることがきっかけで、お手

伝いは、うまくやるよりも相手を思い

やる気持ちが大切なのだと気づきます。

家族のあたたかみを感じる絵本です。

たらたらやまのきつねとくまはとっても

仲良しで、何をするのも一緒。ところが

ある日、お母さんが病気になったくまは

しばらく看病にでかけることに。友達想

いのきつねは2人で植えるはずだった田ん

ぼに1人で苗を植え始め…。つちださんの

絵と文章から、きつねの寂しさと一生懸

命な気持ち、あたたかな思いやりの心が

伝わってくる絵本です。

レニーは王様ライオンのおじいちゃん

が大好き。でもある日、おじいちゃん

は、すごろくのやり方だけではなく、

レニーの名前も思い出せなくなってし

まったのです。レニーはおじいちゃん

に、前のように元気になってほしいの

です。おじいちゃんの昔からのお友達

と一緒に、どうしたらいいのか考える

レニー。みんなでいいことを考えつき

ますが、おじいちゃんは…。

スーザン・バーレイさんの優しいイラストによる認知症をテーマに

した絵本です。レニーが、徐々におじいちゃんを支える頼もしい姿

になっていきます。「老い」を子どもにどう伝えるべきか難しいで

すが、ふさわしいタイミングで、優しく伝えるのにぴったりです。

『ラブリー オールド ライオン』
おじいちゃん、わすれないよ

ジュリア・ジャーマン／作 フレーベル館
『さみしくなかったよ』

司書が選んだ一冊

『おにいちゃんがいるからね』
ウルフ・ニルソン／作 徳間書店

『たっくんのおてつだい』
おおさわ さとこ／作 アリス館

PHP研究所

村上 康成 さん
♦作品♦

『999ひきのきょうだい』

『なつのいけ』など

つちだ よしはる さん
『きいろいばけつ』

『だっこ だっこ』など

ぶっくとーく

開催期間：6月15日(水)～19日(日)(最終日は午前10時から表彰式が開催さ

れます)



※①A・B各コースは、隔週で運行します。(移動図書館カレンダーでご確認ください)

 　② (　)　は、小学校夏休み時の駐車地です。

曜日 予定時間 予定時間

10:10～10:30 牛神 ガーデンヴィラおぐす

10:40～11:00 東浜 東浜ゲートボール駐車場

11:10～11:30 中央 燦燦館中央

13:05～13:35 沖代A 沖代小学校

(沖代A) (沖代小学校)

13:40～14:00 上万田 上万田団地

14:10～14:30 黒水 黒水生活改善センター

14:40～15:00 永添A いずみの園

15:10～15:30 古城 古城公務員住宅

15:40～16:00 鶴居 鶴居コミュニティーセンター

16:10～16:30 沖代 沖代公民館

10:25～10:45 三保 三保交流センター

11:00～11:20 宮夫B 玄々堂

13:00～13:30 小楠Ａ 小楠小学校

(小楠S) (尚武館)

13:40～14:00 宮夫A 深町団地

14:10～14:30 是則 東中津駅

14:40～15:00 上如水 燦燦館東なかつ

15:10～15:30 如水 如水コミュニティーセンター

15:40～16:00 下池永 雇用促進住宅

16:10～16:30 小楠 小楠コミュニティーセンター

10:15～10:35 下万田 下万田団地

10:45～11:05 五領 五領住宅

11:15～11:35 高瀬 鶴居文化センター

13:10～13:40 三保Ａ 三保小学校

(三保Ａ) (三保小学校)

13:50～14:10 犬丸 犬丸集会所

14:20～14:40 野依 野依集会所

14:50～15:10 植野 植野公民館

15:20～15:40 今津 今津コミュニティーセンター

15:50～16:10 和田 和田公民館

10:10～10:30 大塚 八社神社

10:40～11:00 角木 第一共同調理場

11:10～11:30 小祝 グループホーム小祝

13:10～13:40 如水A 如水小学校

(是則S) (如水保育園)

13:50～14:10 如水B ややま園　如水

14:20～14:40 大悟法 県営大悟法団地

14:50～15:10 榊原 榊原集会所

15:20～15:40 大幡 大幡コミュニティーセンター

15:45～16:05 大幡B 清浄園

16:15～16:35 金手 慶応アカデミー

移動図書館車カレンダー
数字 Ａコース

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 数字 Ｂコース

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 数字 休み

19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

- ３ -

6月

15:45～16:05 大幡B 清浄園

16:15～16:35 金手 慶応アカデミー

14:50～15:10 榊原 榊原集会所

15:20～15:40 大幡 大幡コミュニティーセンター

13:50～14:10 大貞 ややま園　大貞

14:20～14:40 永添B 悠久の里

13:10～13:40 大幡Ａ 大幡小学校

(大幡S) (聖ヨゼフ寮)

金

10:10～10:30 大塚 八社神社

10:40～11:00 角木 第一共同調理場

11:10～11:30 小祝 グループホーム小祝

15:20～15:40 今津 今津コミュニティーセンター

15:50～16:10 和田 和田公民館

14:20～14:40 今津C 今津区集会所

14:50～15:10 今津B 今津神事場

(今津A) (今津小学校)

13:50～14:10 鍋島 鍋島拠点施設

11:15～11:35 高瀬 鶴居文化センター

13:10～13:40 今津A 今津小学校

16:10～16:30 小楠 小楠コミュニティーセンター

木

10:15～10:35 下万田 下万田団地

10:45～11:05 五領 五領住宅

15:10～15:30 如水 如水コミュニティーセンター

15:40～16:00 下池永 雇用促進住宅

14:10～14:30 犬丸A なのみ台団地

14:40～15:00 北原 北原地区生活改善センター

(和田Ａ) (和田小学校)

13:40～14:00 諸田 諸田憩の家
水

10:25～10:45 三保 三保交流センター

11:00～11:20 一ツ松 東九州短大付属幼稚園

13:00～13:30 和田Ａ 和田小学校

15:40～16:00 鶴居 鶴居コミュニティーセンター

16:10～16:30 沖代 沖代公民館

14:40～15:00 永添A いずみの園

15:10～15:30 古城 古城公務員住宅

13:40～14:00 上万田 上万田団地

14:10～14:30 黒水 黒水生活改善センター

中央 燦燦館中央

12:50～13:20 鶴居Ａ 鶴居小学校

(鶴居Ａ) (鶴居小学校)

月

ガーデンヴィラおぐす10:10～10:30 牛神

　駐車地　Ａコース 駐車地　Ｂコース

10:40～11:00 東浜 東浜ゲートボール駐車場

11:10～11:30

【代表】小幡記念図書館

〒871-0056 中津市1366番地1（片端町）

℡：0979-22-0679/Fax：0979-24-3516

◇メールアドレス：tosyokan@city.nakatsu.lg.jp

◇ホームページ： https://libwebsv.city-nakatsu.jp/



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 8/1 2 3 4 5 6

＊開館時間

小幡記念図書館　…　９：００～１９：００

分館（三光・本耶馬渓・耶馬溪・山国）

　　　…１０：００～１８：００



日時　8月2日、９日、１６日、２３日、３０日
午前９時～午後５時

場所　小幡記念図書館
２階閲覧室、視聴覚室　計６６席

対象者　児童、生徒等の学生

【ご注意】
　※図書の貸出など、通常の図書館のご利用はできません。
　※席数が限られているため、保護者の同伴はできません。ご了承ください。

◆移動図書館車 運行表 変更のお知らせ◆
　夏休み期間（７月２１日（木）～８月３１日（水）、ただし土日祝日は運休）は、

移動図書館車の小学校への運行が、下記のとおり一部変更になります。
なお、詳しい駐車地・時間は、７ページの運行表をご覧ください。

（Aコース）

（Bコース）

★１日図書館員体験のお知らせ★

　中津市立図書館では毎年、中津市内の小学生に図書館の仕事を

体験してもらうために１日図書館員体験を実施しています。

　本年も、７月下旬から８月中旬まで、小幡記念図書館・

三光図書館・本耶馬渓図書館・耶馬溪図書館・山国図書館

それぞれにあわせた日程と内容で、小さな図書館員さんたちが

頑張ってくれます。

　利用者のみなさん、どうぞよろしくお願いします！

時間

「大幡小学校」　→　「聖ヨゼフ寮」金曜日

曜日 駐車地 時間

曜日 駐車地

「小楠小学校」　→　「尚武館」

金曜日 「如水小学校」　→　「如水保育園」

１３：１０～１３：４０（変更なし）

１３：１０～１３：４０（変更なし）

１３：００～１３：３０（変更なし）水曜日



　　　　７月号と８月号は、紙面を増やして夏休みに役立つ情報や本の紹介などを掲載します。
　　

　　『読書感想文コンクール　課題図書』の一覧です。

請求番号

KE（絵本）

K９１３　フ

KE（絵本）

K４８６　シ

K９１３　イ

K９３３　ア

KE（絵本）

K５１８　ナ

K９１３　ナ

K９３３　ハ

K２１９　オ

K２８９　オ

K９１３　イ

K９３３　ル

K３６６　モ

９１３．６　ヌ

９３３　ネ

２８９．３　レ

☆本が貸出中の場合は予約サービスをご利用ください。

 茶畑のジャヤ 中川 なをみ　作

 ハーレムの闘う本屋 ヴォーンダ・ミショー・ネルソン　著

レオン・レイソン　著

 大村智ものがたり

市川 朔久子　著

馬場 錬成　著

森越 智子　作

河出書房新社

高等学校
の部

額賀 澪　著

 シンドラーに救われた少年

 タスキメシ

あすなろ書房

小学館

童心社

中学校の部

 ＡＢＣ！　曙第二中学校放送部

 白いイルカの浜辺

 生きる

 ここで土になる 大西 暢夫　著 アリス館

小学校
高学年
の部

鈴木出版

岩波書店

 コロッケ先生の情熱！古紙サイクル授業

ほるぷ出版

講談社

ジル・ルイス　作 評論社

中央公論新社

 木のすきなケイトさん Ｈ．ジョセフ・ホプキンズ　文 BL出版

島田 たく　写真・文 ポプラ社

 ワンダー Ｒ・Ｊ・パラシオ　作

小学校
中学年
の部

 二日月 いとう みく　作 そうえん社

 さかさ町 Ｆ．エマーソン・アンドリュース　作

PHP研究所

 ひみつのきもちぎんこう ふじもと みさと　作

中村 文人　文 佼成出版社

金の星社

 みずたまのたび アンヌ・クロザ　作 西村書店

 アリとくらすむし

- ２ -

学　　年 タイトル 作　　者 出版社

小学校
低学年
の部

 ボタンちゃん 小川 洋子　作



　長期休暇の取れる夏休み、いざ、本を読もう！…と思っても、読みたい本が思い

つかない、何を読んでいいか迷ってしまう…。というお悩みはありませんか？

　そこで、図書館で過去、たくさんの注目を集めた本をご紹介します。予約が多くて

なかなか読む機会が無かった本など、ぜひ本を選ぶ参考になさってください！

2015年度（予約回数　153回）

請求番号

913.6

2014年度（予約回数　88回）

請求番号

913.6

2013年度（予約回数　102回）

請求番号

913.6

2012年度～2006年度

請求番号

913.6

913.6

913.6

913.6

913.6

779.1

913.6

　田村 裕　著/ワニブックス（120）

1Q84　BOOK3

マスカレード・ホテル

東京タワー

作者/出版社（予約回数）タイトル

流星の絆

1Q84　BOOK1

　東野圭吾　著/講談社（85）

　村上春樹　著/新潮社（128）

　村上春樹　著/新潮社（108）

　東野圭吾　著/集英社（92）

　　時は戦国時代。織田信長に攻め立てられる本願寺は、毛利に海路からの支援を求めた。
　その毛利が頼ったのが、「海賊王」村上武吉。彼には、海賊働きに明け暮れ、嫁の貰い手もない娘、
　景（きょう）がいた。女性の身ながら、景は戦（いくさ）に身を投じていく。
　2014年の第35回吉川英治文学新人賞、第11回本屋大賞を受賞しています。

村上海賊の娘　上巻

タイトル 作者/出版社

虚像の道化師2012年

2006年

2007年

2008年

2009年

2010年

2011年

タイトル 作者/出版社

永遠の0

東野圭吾　著/文藝春秋（79）

タイトル 作者/出版社

火花 又吉直樹　著/文藝春秋

- ３ -

百田尚樹　著/太田出版

　　「生きて帰る」という妻との約束を守るため、生に執着した零戦パイロット。仲間に臆病者と蔑まれ
　ながら、約束を守ることにこだわった彼は、なぜ零戦で命を落としたのか…。
　　終戦から６０年目の夏、死んだ祖父の生涯を調査するに従って明らかになっていく真実とは。
　　2013年に映画化、2015年にドラマ化もされた話題作です。

　　売れないお笑い芸人、徳永が出会ったのは、奇想の天才・神谷。
　神谷を師とあおぎ、笑いについて真摯に議論しつつ、２人はそれぞれの道を歩んでいく。
　人間とは何か、笑いとは何かを描いた純文学。
　2015年上半期第153回芥川賞の受賞作です。

年度

和田 竜　著/新潮社

ホームレス中学生

　リリー・フランキー　著/扶桑社（105）



回転率が早い児童書は、あまり予約がかかりません。そんな中で、特に予約の集中した本をご紹介します！

2015年度（予約回数　63回）

請求番号

K913

2014年度（予約回数　32回）

請求番号

K913

2013年度（予約回数　17回）

請求番号

KE（絵本）

2012年度～2006年度

請求番号

KE（絵本）

K913

K913

K913

K933

K913

K933

K933

ハリー・ポッターと謎のプリンス　下 　J.K.ローリング　作/静山社（11）

2006年 ハリー・ポッターと謎のプリンス　下 　J.K.ローリング　作/静山社（80）

2007年
バッテリー　[1]　 あさの あつこ　作/教育画劇（11）

2009年 獣の奏者　4 　上橋菜穂子　著/講談社（21）

2008年  ハリー・ポッターと死の秘宝　上下 　J.K.ローリング　作/静山社（36）

なばた としたか　作/長崎出版（13）

2011年 ほねほねザウルス　4 カバヤ食品株式会社　原案・監修/岩崎書店（12）

2010年 獣の奏者　外伝　 　上橋菜穂子　著/講談社（14）

- ４ -

年度 タイトル 作者/出版社（予約回数）

2012年 こびとづかん

タイトル 作者/出版社

鹿の王　下　―還って行く者― 上橋菜穂子　著/KADOKAWA

タイトル 作者/出版社

　いずみがもりにある「からすのパンやさん」には、成長した4羽のこどもたちがいま
した。ある日、父さんたちが出かけることになって、こどもたちがパンやを任せられる
ことに…。
　ロングセラー絵本「からすのパンやさん」の続編です。小さかった4羽のこどもたち
が立派に大きくなって、大活躍します！

　強大な帝国から故郷を守るため、絶望的な戦いを繰り広げた戦士団の頭ヴァン。彼は奴隷にされ、
岩塩鉱に囚われていました。ある夜、不思議な犬たちが岩塩鉱を襲い、謎の病が発生します。その隙
に逃げ出したヴァンは、幼いこどもを拾い、育てることに…。
　2015年の本屋大賞を受賞した作品です。下巻「鹿の王　－還って行く者－」も、ぜひどうぞ！

　養い子のユナが何者かにさらわれ、後を追うヴァン。同じ頃、医術師のホッサルは移住民だけが病気
にかかる、と噂される謎の病の治療法を探していました。ヴァンとホッサル、ふたりの男たちが、愛する
人々を、この地に生きる人々を守るために選んだ道は…。
　2015年の本屋大賞を受賞した作品です。上巻「鹿の王　－生き残った者－」と合わせて読んでほしい
一冊です。

鹿の王　上　―生き残った者― 上橋菜穂子　著/KADOKAWA

タイトル 作者/出版社

からすのおかしやさん かこ さとし　作・絵/偕成社



新着本　（毎週 約２００冊。木曜日or金曜日に配本します。）
著　者（出版社） 分類番号 分類番号

松原 照子　著 147 K 596

熊本日日新聞社　編 369.3 K 626

満留 邦子　著 596.3 K 913

高橋 さきの　著 801.7 K 913

林 望　[訳]著 913.4 K 913

山本 一力　著 913.6 K 933

本格ミステリ作家クラブ　選・編 913.6 KＥ

三野 博司　著 950.2 KＥ

順位 分類番号 予約数 冊数

1  天才 913.6 39 4

2  羊と鋼の森　 913.6 33 5

 人魚の眠る家 913.6 5

 あの日 916 1

5  ポイズンドーター・ホーリーマザー 913.6 14 5

　源氏物語を読む会（※会場は研修室or視聴覚室） 　本と映像に親しむ会

　　日時：7月7日(木）　13：30～15：30

　　内容：原文を声に出して読み、平安時代の社会、 　図書館上映会

　　　　風習の解説を加えて千年の時を経ても人間の 　　日時：第１･第３･第４土曜日 　 14: 00 ～ （通常）

　　　　思いの変わらないことを登場人物を通して知る。 　7月 子ども向け

　中津読書クラブ  2日…「トムとジェリー　花火はすごいぞ」　

　　日時：7月15日(金）　19：00～21：30 23日…「プラネット・ダイナソー　１」　

30日…「リトルモンスター　２」　

　古文書を読む市民講座 一般向け

　　日時：7月21日（木）　　18:00～19:30 16日…「君が僕の息子について

教えてくれたこと」　

　　基礎講座を開催します。 　※7/9は版画教室のため、上映会はお休みです。

　おはなし会 　赤ちゃんおはなし会

　日時：毎週月曜日 　 11: 00 ～ 11: 30 （30分程度） 　　☆日時：毎月第３水曜日　11時～11時30分

　7月　…4日、11日、25日 　　　7月　…20日　　☆対象　…０歳児

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

　　　　　手遊びなど、親子で楽しい一時を！ 　　わらべ歌あそびなど、赤ちゃんのための

※祝日開館の月曜日は、おはなし会はお休みです。 　　お話会です。 
　　　　　　

　　内容：『生物と無生物のあいだ』（福岡伸一　著/講談社）

　　内容：初心者の方にもわかりやすい古文書解読の

（2016年6月23日現在）

　書　　　名　　　（一般） 　　書　　　名　　　（児童） 著　者（出版社）

 聞いてビックリ「あの世」の仕組み  はじめての焼き菓子　 寺西 恵里子　著

 平成28年熊本地震  調べてなるほど!野菜のかたち 柳原 明彦　絵と文

 そうめん　  あらしをよぶ名探偵 杉山 亮　作

 翻訳のレッスン　  三年一組、春野先生! くすのき しげのり　作

 謹訳平家物語　1～3　  Q→A 草野 たき　著

 カミュを読む　  あそぼう!むしのもり タダ サトシ　作

 晩秋の陰画(ネガフィルム)　  ペットのきんぎょがおならをしたら…? マイケル・ローゼン　作

 ベスト本格ミステリ　2016  海のなかのぞいた よしの ゆうすけ　作

（2016年6月23日現在）

書　　　　　　名 著　　者

石原 慎太郎

宮下 奈都

243

‐　５　‐

東野　圭吾

小保方 晴子

湊　かなえ

　　７月はお休みです。



　　　

―　6　―

 ♦今月は   自然を感じよう　 『植物』の絵本 をご紹介します♦

7月6日(水)～25日(月)　　 中津祇園　各町法被(はっぴ)と写真展示
7月1日(金)～4日(月)　　　橋口修侍鉛筆画展
～お知らせ～　「アートスペース中津」7月の展示

　暑い季節がやってきましたね。さて、夏休み期間中は県内外の美術館で楽しい
展覧会が多く開催されます!今回ご紹介するのは、大分市美術館で開催予定の
「チームラボアイランド」による企画展です。体験できるアートをテーマに、最
新技術を使った映像アート作品を楽しめます!7月15日から二ヶ月ほどの開催で
す。参加できる楽しさ、作りこまれた映像美、どれもとても素敵です!今年の夏は
美術館で涼みながら、心躍る体験をしてみませんか?また、中津市木村記念美術
館では引続き「夏の常設展」を開催中です!外を歩くには暑い夏、是非美術館にお
越しください!!

～美術館日和の夏！～

7月27日(水)～31日(日)　　八面山美術展

♦今月のお薦め♦ ♦今月の絵本作家さん♦

『しろうさぎとりんごの木』
石井 睦美／作 文溪堂

ぶっくとーく

森の中の小さな家で生まれたしろう
さぎは、明日が待ち遠しくて、眠っ
てなんかいられない気分。だって、
明日はりんごをかじる日なのですか
ら…。小さなうさぎの、小さな幸せ
を描いた絵本です。お父さん・お母
さんうさぎとの会話がとてもほほえ
ましく、酒井駒子さんの愛らしい絵
がそれをうまく高めています。

ある夏の日、丘に男の子が埋めたひ
とつぶのどんぐり。それはだんだん
大きくなり、立派なオークの木と
なって――。200年以上もの間、
人々の暮らす風景がみるみる変わっ
ていく中で立ち続ける自然の力強さ
を感じます。幼児から大人まで幅広
い年齢層が一緒に楽しめる絵本です。

山里に越してきて「集落が引き継いでき
た、小規模で厳かな楽しさ」というのを
経験した。台風の夜にもお宮からは練習
の神楽が聞こえ、誰もが祭りの意味を
知っている――。知と技で伝えてきた鹿
沼の彫刻屋台祭りが、躍動感のある絵で
見事に描かれています。「ルリユールお
じさん」「大きな木のような人」の続編
で、２作を読んでからのほうが楽しめま
すが、独立した世界観をもった絵本です。

化け物っているの？襲いかかって
くるの？ざわざわ、ひたひた…。
化け物たちの音。見つからないよ
うに、そっとめくってみよう。今
から350年前に、江戸時代の絵
師・狩野宗信によっておどろおど
ろしく描かれた「化物絵巻」から
生まれた絵本です。

ページをめくると次々に現れる妖怪たち。リアルで恐ろしいのに、どこ
かユーモラスな表情が魅力的です。添えられた擬音語がさらに想像力を
かきたて、ぞくぞく…ぞぞぞ…とさせてくれる絵本です。

『ぞくぞく ぞぞぞ』

狩野 宗信／画 九州国立博物館／文
フレーベル館

『まつり』

『いっぽんの木のそばで』
Ｇ．ブライアン・カラス／作 ＢＬ出版

講談社

もり ひさし さん
♦作品♦
『くまのアーネストおじさん』シリーズ

『はらぺこあおむし』の訳など

いせ ひでこ さん
『最初の質問』など

司書が選んだ一冊



※①A・B各コースは、隔週で運行します。(移動図書館カレンダーでご確認ください)

 　② (　)　は、小学校夏休み時の駐車地です。（変更のある駐車地は太字で記しています）

曜日 予定時間 予定時間

10:10～10:30 牛神 ガーデンヴィラおぐす

10:40～11:00 東浜 東浜ゲートボール駐車場

11:10～11:30 中央 燦燦館中央

13:05～13:35 沖代A 沖代小学校

(沖代A) (沖代小学校)

13:40～14:00 上万田 上万田団地

14:10～14:30 黒水 黒水生活改善センター

14:40～15:00 永添A いずみの園

15:10～15:30 古城 古城公務員住宅

15:40～16:00 鶴居 鶴居コミュニティーセンター

16:10～16:30 沖代 沖代公民館

10:25～10:45 三保 三保交流センター

11:00～11:20 宮夫B 玄々堂

13:00～13:30 小楠Ａ 小楠小学校

(小楠S) (尚武館)

13:40～14:00 宮夫A 深町団地

14:10～14:30 是則 東中津駅

14:40～15:00 上如水 燦燦館東なかつ

15:10～15:30 如水 如水コミュニティーセンター

15:40～16:00 下池永 雇用促進住宅

16:10～16:30 小楠 小楠コミュニティーセンター

10:15～10:35 下万田 下万田団地

10:45～11:05 五領 五領住宅

11:15～11:35 高瀬 鶴居文化センター

13:10～13:40 三保Ａ 三保小学校

(三保Ａ) (三保小学校)

13:50～14:10 犬丸 犬丸集会所

14:20～14:40 野依 野依集会所

14:50～15:10 植野 植野公民館

15:20～15:40 今津 今津コミュニティーセンター

15:50～16:10 和田 和田公民館

10:10～10:30 大塚 八社神社

10:40～11:00 角木 第一共同調理場

11:10～11:30 小祝 グループホーム小祝

13:10～13:40 如水A 如水小学校

(是則S) (如水保育園)

13:50～14:10 如水B ややま園　如水

14:20～14:40 大悟法 県営大悟法団地

14:50～15:10 榊原 榊原集会所

15:20～15:40 大幡 大幡コミュニティーセンター

15:45～16:05 大幡B 清浄園

16:15～16:35 金手 慶応アカデミー

移動図書館車カレンダー
数字 Ａコース

日 月 火 水 木 金 土
1 2 数字 Ｂコース

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 数字 休み

17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 - ７ -

7月

15:45～16:05 大幡B 清浄園

16:15～16:35 金手 慶応アカデミー

14:50～15:10 榊原 榊原集会所

15:20～15:40 大幡 大幡コミュニティーセンター

13:50～14:10 大貞 ややま園　大貞

14:20～14:40 永添B 悠久の里

13:10～13:40 大幡Ａ 大幡小学校

(大幡S) (聖ヨゼフ寮)

金

10:10～10:30 大塚 八社神社

10:40～11:00 角木 第一共同調理場

11:10～11:30 小祝 グループホーム小祝

15:20～15:40 今津 今津コミュニティーセンター

15:50～16:10 和田 和田公民館

14:20～14:40 今津C 今津区集会所

14:50～15:10 今津B 今津神事場

(今津A) (今津小学校)

13:50～14:10 鍋島 鍋島拠点施設

11:15～11:35 高瀬 鶴居文化センター

13:10～13:40 今津A 今津小学校

16:10～16:30 小楠 小楠コミュニティーセンター

木

10:15～10:35 下万田 下万田団地

10:45～11:05 五領 五領住宅

15:10～15:30 如水 如水コミュニティーセンター

15:40～16:00 下池永 雇用促進住宅

14:10～14:30 犬丸A なのみ台団地

14:40～15:00 北原 北原地区生活改善センター

(和田Ａ) (和田小学校)

13:40～14:00 諸田 諸田憩の家
水

10:25～10:45 三保 三保交流センター

11:00～11:20 一ツ松 東九州短大付属幼稚園

13:00～13:30 和田Ａ 和田小学校

15:40～16:00 鶴居 鶴居コミュニティーセンター

16:10～16:30 沖代 沖代公民館

14:40～15:00 永添A いずみの園

15:10～15:30 古城 古城公務員住宅

13:40～14:00 上万田 上万田団地

14:10～14:30 黒水 黒水生活改善センター

中央 燦燦館中央

12:50～13:20 鶴居Ａ 鶴居小学校

(鶴居Ａ) (鶴居小学校)

　駐車地　Ａコース 駐車地　Ｂコース

月

10:10～10:30 牛神 ガーデンヴィラおぐす

10:40～11:00 東浜 東浜ゲートボール駐車場

11:10～11:30

【代表】小幡記念図書館

〒871-0056 中津市1366番地1（片端町）

℡：0979-22-0679/Fax：0979-24-3516

◇メールアドレス：tosyokan@city.nakatsu.lg.jp

◇ホームページ： https://libwebsv.city-nakatsu.jp/



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

＊開館時間

小幡記念図書館　…　９：００～１９：００

分館（三光・本耶馬渓・耶馬溪・山国）

　　　…１０：００～１８：００



　図書館の玄関には安全のため、車止め等の段差や小幡記念図書館の

ネームプレートのバーがあります。

　図書館正面玄関前の駐車場をご利用の際には、駐車場から図書館に向かう

横断歩道を渡り、歩道を通って図書館へお越しいただきますようお願いいたします。

日時　8月2日、９日、１６日、２３日、３０日／午前９時～午後５時

場所　小幡記念図書館　２階閲覧室、視聴覚室　（計６６席）

対象者　児童、生徒等の学生

　★図書の貸出など、通常の図書館の利用をすることはできません。
　★席数が限られているため、保護者の同伴はできません。ご了承ください。

　夏休み期間中は、利用人数が通常開館日より多くなります。また、友人同士で来館し、

席を離れてお話をする方、座席でうたた寝をしている方もいます。

　置き引きなどのトラブルを防ぐため、利用者のみなさんも下記に気をつけ、ご注意ください。

ください。

　　　貴重品は必ず携帯する  　 荷物を置いて離席しない

　　居眠りをしない

      自転車の鍵は必ずかける
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机の上に出したり、置きっぱなしにせず、必ず
身につけておくか、カバン等にしまい、他人に
触れられないようにしてください。

財布、貴重品、

携帯電話、携帯ゲーム、

高価な電子機器など

“ほんの少しの間だから…”、“すぐ隣の本
棚だから…”と、わずかに席を離れるだけで
も、大切な荷物は絶対に置いたまま離席し
ないでください。

睡眠中は無防備になります。
館内や学習スペースでの
居眠りはご遠慮ください。

また、机に貴重品や電子機器、
携帯電話などを広げて
置かないようにしてください。

盗難防止のため、自転車等のカギは必ずかけて
ください。また、駐輪場・駐車場以外の場所に駐
車しないでください。



　　　　　　先月号に引き続き、夏休み特集記事を掲載します。

　　　　　　今月は、夏休み中によく質問される図書館の

　　　　　プロフィールと、図書館の役割について掲載します！

★図書館の名前のひみつ　～どうして小幡記念図書館っていうの？
　中津市立小幡記念図書館は、小幡篤次郎[おばた　とくじろう]（１８４２～１９０５）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。

　小幡篤次郎は福沢諭吉の右腕となり、慶応義塾の塾長も務めた人物です。

有名な『学問のすすめ』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

（半分は慶應義塾大学へ）が寄贈され、小幡記念図書館が設立されました。

★中津市立図書館の歴史のひみつ
・明治42年（1901年）、小幡篤次郎の遺志によって「中津図書館」が誕生しました。

・中津図書館は、明治45年（1912年）に「小幡記念図書館」に改称、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、平成25年（2013年）

新築移転より２０周年をむかえました。

・平成27年には新しいシステムを導入し、自動貸出機を設置。

・平成28年には新しい駐車場が完成し、また、開館時間が延長され、より便利な図書館に進化しつつ、

今に至っています。

- ２ -

気温・湿度を考慮し空調を設定しております。
冷房の吹き出し口付近は設定温度より気温が下がる場合がありますので、冷風が
気になる方は、吹き出し口付近を避けてご利用ください。



★新刊本のひみつ　～新しい本は、いつ図書館に届くの？
　毎週木曜日に約２５０冊～３００冊入荷します。

★図書館の本の数、利用人数等、働いている人のひみつ
　下記の表のとおりです。

三光 本耶馬渓 耶馬溪 山国 全館

23,452 13,863 36,622 53,679 359,433

266 197 209 332 2,826

455 188 211 2,385 8,979

24,173 14,248 37,042 56,396 371,238

三光 本耶馬渓 耶馬溪 山国 全館

43,361 20,667 27,594 12,583 497,602

2,209 928 877 857 22,526

1,675 1080 639 1,657 20,449

47,245 22,675 29,110 15,097 540,577

児童 合計

25,469 121,122

三光 本耶馬渓 耶馬溪 山国 全館

3 2 3 2 29

（2） （2） （2） （2） （20）

　　図書館の主要な業務は資料の貸出・返却ですが、その他にも資料の収集・分類整理・
　保管、調査相談サービス、情報発信基地として大切な役割も担っています。

　　特集②では、あまり知られていない「調査相談サービス」と「情報の発信基地」

　としての図書館をご紹介します。

◆調査相談サービス（レファレンスサービス）
　　調査相談（レファレンス）サービスとは、利用者の皆さんが調べものをするときに必要な資料や情報を

　得るお手伝いをするサービスです。

　　調査相談の多くは「読みたい本が図書館にあるか、どの場所にあるか」という質問や、おすすめの本の

　案内などですが、時にはタイトルや作者が不明な本を、主人公の名前屋や内容だけで本を探す場合も

　あります。

　他にも、生き物の飼い方、料理の調理法、害虫・害獣駆除の方法、植物や岩石の

種類を調べたい…といった、本の内容以外の質問もあります。また、郷土の歴史、

民俗、文化財に関する質問も多く寄せられ、時には古文書を使って調査する

こともあります。

　 　図書館では、皆さんからの調査相談にできる限り応えられるよう努めています。

調べもので困ったときにはどうぞ、お気軽にカウンターへお尋ねください。
　

- ３ -

蔵
書
数

小幡

図　書 231,817

雑誌 1,822

視聴覚資料 5,740

合計 239,379

貸
出
数

小幡

図　書 393,397

雑誌 17,655

視聴覚資料 15,398

合計 426,450

利用人数
一般

※蔵書数・貸出数・利用者人数・登録者数は2016年3月末日のデータです。

登録者人数 55,863人
95,653

職員数
（カッコ内は司書数）

小幡

19

（12）



★質問の内容によってはお答えすることができない場合もあります。また、図書館にある

本や資料では回答が見つからない場合もあります。ご了承ください。

【調査相談サービスでお答えできない相談】

　　医療・健康相談、法律相談、人生相談、文献の解読、美術品の鑑定、宿題の回答、クイズの回答、

　他人のプライバシーに関わる事項は、調査相談サービスではお答えできません。

　　また、調査にたいへん時間を要する場合や他の業務に支障をきたす恐れのある調査にも、

　お答えできない場合があります。

◆◆情報の発信基地としての図書館
　　図書館は本の貸出・返却を主とした図書館業務の他にも、読書推進、本の情報、地域の情報など

　様々な情報の発信基地でもあります。
　　毎年春と秋の読書週間に特別企画や行事を開催し、読書推進や図書館マナーの啓発を図ったり、

　「読書感想文コンクール」や「よい絵本」、「図書館職員おすすめの本」等の情報を掲示して本を

　選びやすい情報を発信しています。また、地域の情報として市報や中津市に関する情報媒体の

　保存・閲覧、ビジネス情報としてハローワークの求人情報の自由配布、医療情報として市民病院と

　連携した病気の症状や治療のパンフレットの掲示・自由配布などを行なっています。

　　図書館や本に関する情報は、ホームページ、図書館だより、企画展示などで発信していますが、

　皆さんに特に知っていただきたい情報などは、市報に掲載したり、図書館だよりに特集を組んだり、
　館内に掲示してお知らせしています。

　　今号では、男女が性差を越え生き生きと暮らす社会を目指す『男女共同参画社会づくり』について

　情報を発信します。

【男女共同参画社会づくり】
　「男女共同参画社会づくり」とは、「男性だから」とか「女性だから」とかという理由だけで

様々な制約や役割のある社会を、“変えていこう、誰もが自由に能力を発揮し、輝ける社会に

しよう”というものです。男女の固定意識を改め、性別にとらわれず、生き生きと暮らすことが

できる社会の実現にむけて、様々な面からの啓発が必要です。

　　　1999年（平成11年）に施行。

　　　前文には、「男女共同参画社会の実現を21世紀の我が国の社会を決定する

　　最重要課題と位置づけ、社会のあらゆる分野において男女共同参画社会の

　　形成の促進に関する施策の推進を図っていくことが重要」と明記されています。

　　　また、2007年には「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」と

　　「行動指針」が策定されています。

　図書館には、いろいろな男女共同参画資料が所蔵されています。

その一部をご紹介します。ぜひ読んでみてください。

　　◎『みんなちがって…』（伊藤美希　作・絵/明石書店）

　　◎『ポジティヴ・アクション』（辻村みよ子　著/岩波書店）

　　◎『男女共同参画と男性・男児の役割』（原ひろ子　編著/明石書店）

　　◎『ノルウェーを変えた髭のノラ　－男女平等社会はこうしてできた』

　　　　（三井マリ子　著/明石書店）

　　◎『新ニッポンの父ちゃん』（杉山錠士　作/主婦の友インフォス情報社）

　　◎『女性学・男性学』（伊藤公雄　著/有斐閣）

- ４ -



新着本　（毎週 約２００冊。木曜日or金曜日に配本します。）
著　者（出版社） 分類番号 分類番号

大内 裕和　著 377.9 K 451

「きょうの健康」番組制作班　編 494.5 K 750

フロール・パリクス 著 627.9 K 913

高木 亮　著 726.9 K 913

畠中 恵　著 913.6 K 913

葉室 麟　著 913.6 KＥ

マーティン・ピストリウス　著 936 KＥ

順位 分類番号 予約数 冊数

1  天才 913.6 40 4

 羊と鋼の森　 913.6 5

 希望荘　[杉村三郎シリーズ]　 913.6 5

4  あの日 916 24 1

 人魚の眠る家 913.6 5

 海の見える理髪店 913.6 4

　源氏物語を読む会（※会場は研修室or視聴覚室） 　本と映像に親しむ会

　　日時：8月4日(木）　13：30～15：30 　　日時：8月4日(金）　19：00～21：30

　　内容：原文を声に出して読み、平安時代の社会、 　　内容：『1★9★3★7』（辺見 庸　著/金曜日）

　　　　風習の解説を加えて千年の時を経ても人間の 　　　　　　『方丈記私記』（堀田善衛　著/筑摩書房）

　　　　思いの変わらないことを登場人物を通して知る。 　　　　　　『君が戦争を欲しないならば』（高畑 勲　著/岩波書店）

　図書館上映会

　古文書を読む市民講座 　　日時：第１･第３･第４土曜日 　 14: 00 ～ （通常）

　　日時：8月25日（木）　　18:00～19:30 　8月 子ども向け

　　内容：初心者の方にもわかりやすい古文書解読の  6日…「ぼくチロ！かくれんぼ」　

　　基礎講座を開催します。 子ども向け/一般向け

13日…「銀河鉄道の夜　プラネタリウム版」　

　中津読書クラブ 27日…「小さな世界はワンダーランド」　

　　８月はお休みです。 　※8/20は図書館行事のため、上映会はお休みです。

　おはなし会 　赤ちゃんおはなし会

　日時：毎週月曜日 　 11: 00 ～ 11: 30 （30分程度） 　　☆日時：毎月第３水曜日　11時～11時30分

　8月　…8日、22日、29日 　　　8月　…17日　　☆対象　…０歳児

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

　　　　　手遊びなど、親子で楽しい一時を！ 　　わらべ歌あそびなど、赤ちゃんのための

※祝日開館の月曜日は、おはなし会はお休みです。 　　お話会です。 
　　　　　　

（2016年7月28日現在）

　書　　　名　　　（一般） 　　書　　　名　　　（児童） 著　者（出版社）

 ブラックバイトに騙されるな!　  パニック!モンスター台風大接近! 長谷川 拓也　監修

 「がん治療」の正しい受け方  身近なものでつくる自由工作 菅原 はるみ　作

 テラリウム・デコ　  アリスのうさぎ 斉藤 洋　作

 ねこ切り絵　  まじょのナニーさん 藤 真知子　作

 おおあたり  もりモリさまの森 田島 征三　作

 津軽双花  のびのびおおかみ みやにし たつや　作・絵

小保方 晴子

30

20

2

5

 ゴースト・ボーイ  すすめ!うみのきゅうじょたい 竹下 文子　文

（2016年7月28日現在）

書　　　　　　名 著　　者

石原 慎太郎

宮下 奈都

宮部 みゆき

東野　圭吾

- ５ -

荻原　浩



～この夏!九州の美術展を楽しもう!!～

　８月がやってきました!さて、九州内の高速道路料金がお得になり、県外の美術展

にも足を運びやすくなりましたね。お隣福岡県の九州国立博物館では、特別展「東山

魁夷自然と人、そして町」を開催中!日本画家東山魁夷の草創期から晩年までを代表作で

振り返る展示です。特に奈良唐招提寺の御影堂を飾る襖絵は圧巻です!九州初上陸の作品

をお見逃しなく!また、木村記念美術館で開催中の「夏の常設展」は8月29日(月)で終了

し、下記期間は展示替えのため休館します。ご了承ください。

～お知らせ～　「アートスペース中津」8月の展示
のぶよし

8月3日(水)～15日(月)　　「奥村暢欣写真展」

8月17日(水)～29日(月)　 「城北中学校美術部・美術科作品展」

　　　

休館期間：平成28年8月30日(火)～9月2日(金)

- ６ -

♦今月は ぞくぞく！ 『こわ～い』 絵本 をご紹介します♦

♦今月のお薦め♦ ♦今月の絵本作家さん♦

たいていの学校の理科室のがいこつ

は、本物ではありません。プラス

チックでできているにせものです。

でも、中には本物があって…。「理

科室のがいこつ」の他、「れきだい

校長かいぎ」「あの世のこくばん」

など、おなじみの学校の怪談に創作

怪談を加えた全７編が収録されてい

ます。

おばけごっこをしたくなったうさこ

ちゃん。すっぽりかぶった古いシーツ

に穴を開けたら、おばけのできあがり。

「よーし、いまからこっそりいってお

ともだちをおどろかしてやろう」。で

も、それを見た大好きなふわこおばさ

んも逃げてしまって…。子供心がほほ

えましい、かわいい“おばけ”の絵本

です。

地球をほってアメリカに行くことに

した、つよしとけんた。英会話を

習っているけんたの姉さんも誘って、

3人でどんどんほっていくと…！？各

ページの絵と文に角度がついていて、

少しずつ回転させながら読んでいく

構成。子どもたちの冒険心をくすぐ

る、ウルトラ・ナンセンス・アドベ

ンチャー絵本です。

きつねの子が気持ちよさそうに眠

る表紙をめくると、見返しには、

ベッドカバーのような模様が…。

こころとからだが、寝る準備をは

じめます。「ねんねねんね、すや

すやねんね。グーグースース―、

子どもたち。」おやすみ前のゆっ

たり過ぎていく時間を描いていま

す。

この絵本では、たくさんの動物たちが個性豊かなベッドで

気持ちよさそうに眠っています。リズムの良い言葉を聞き

ながら、目を閉じているとぐっすりと眠れそうです。お子

様の寝かしつけにぴったりな一冊です。

『グーグースースー』

ジョヴァンナ・ゾーボリ／文 そうえん社
『地球をほる』

司書が選んだ一冊

『学校ななふしぎ』
斉藤 洋／文 偕成社

『うさこちゃん おばけになる』
ディック・ブルーナ／作 福音館書店

BL出版

内田 莉莎子 さん
♦作品♦

『しずくのぼうけん』

『おおきなかぶ』など（いずれも訳）

川端 誠さん
『落語絵本』シリーズなど

ぶっくとーく



※①A・B各コースは、隔週で運行します。(移動図書館カレンダーでご確認ください)

 　② (　)　は、小学校夏休み時の駐車地です。（変更のある駐車地は太字で記しています）

曜日 予定時間 予定時間

10:10～10:30 牛神 ガーデンヴィラおぐす

10:40～11:00 東浜 東浜ゲートボール駐車場

11:10～11:30 中央 燦燦館中央

13:05～13:35 沖代A 沖代小学校

(沖代A) (沖代小学校)

13:40～14:00 上万田 上万田団地

14:10～14:30 黒水 黒水生活改善センター

14:40～15:00 永添A いずみの園

15:10～15:30 古城 古城公務員住宅

15:40～16:00 鶴居 鶴居コミュニティーセンター

16:10～16:30 沖代 沖代公民館

10:25～10:45 三保 三保交流センター

11:00～11:20 宮夫B 玄々堂

13:00～13:30 小楠Ａ 小楠小学校

(小楠S) (尚武館)

13:40～14:00 宮夫A 深町団地

14:10～14:30 是則 東中津駅

14:40～15:00 上如水 燦燦館東なかつ

15:10～15:30 如水 如水コミュニティーセンター

15:40～16:00 下池永 雇用促進住宅

16:10～16:30 小楠 小楠コミュニティーセンター

10:15～10:35 下万田 下万田団地

10:45～11:05 五領 五領住宅

11:15～11:35 高瀬 鶴居文化センター

13:10～13:40 三保Ａ 三保小学校

(三保Ａ) (三保小学校)

13:50～14:10 犬丸 犬丸集会所

14:20～14:40 野依 野依集会所

14:50～15:10 植野 植野公民館

15:20～15:40 今津 今津コミュニティーセンター

15:50～16:10 和田 和田公民館

10:10～10:30 大塚 八社神社

10:40～11:00 角木 第一共同調理場

11:10～11:30 小祝 グループホーム小祝

13:10～13:40 如水A 如水小学校

(是則S) (如水保育園)

13:50～14:10 如水B ややま園　如水

14:20～14:40 大悟法 県営大悟法団地

14:50～15:10 榊原 榊原集会所

15:20～15:40 大幡 大幡コミュニティーセンター

15:45～16:05 大幡B 清浄園

16:15～16:35 金手 慶応アカデミー

移動図書館車カレンダー
数字 Ａコース

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 数字 Ｂコース

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 数字 休み

21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

- ７ -

　駐車地　Ａコース 駐車地　Ｂコース

月

10:10～10:30 牛神 ガーデンヴィラおぐす

10:40～11:00 東浜 東浜ゲートボール駐車場

11:10～11:30 中央 燦燦館中央

12:50～13:20 鶴居Ａ 鶴居小学校

(鶴居Ａ) (鶴居小学校)

13:40～14:00 上万田 上万田団地

14:10～14:30 黒水 黒水生活改善センター

14:40～15:00 永添A いずみの園

15:10～15:30 古城 古城公務員住宅

15:40～16:00 鶴居 鶴居コミュニティーセンター

16:10～16:30 沖代 沖代公民館

水

10:25～10:45 三保 三保交流センター

11:00～11:20 一ツ松 東九州短大付属幼稚園

13:00～13:30 和田Ａ 和田小学校

(和田Ａ) (和田小学校)

13:40～14:00 諸田 諸田憩の家

14:10～14:30 犬丸A なのみ台団地

14:40～15:00 北原 北原地区生活改善センター

15:10～15:30 如水 如水コミュニティーセンター

15:40～16:00 下池永 雇用促進住宅

16:10～16:30 小楠 小楠コミュニティーセンター

木

10:15～10:35 下万田 下万田団地

10:45～11:05 五領 五領住宅

11:15～11:35 高瀬 鶴居文化センター

13:10～13:40 今津A 今津小学校

(今津A) (今津小学校)

13:50～14:10 鍋島 鍋島拠点施設

14:20～14:40 今津C 今津区集会所

14:50～15:10 今津B 今津神事場

15:20～15:40 今津 今津コミュニティーセンター

15:50～16:10 和田 和田公民館

金

10:10～10:30 大塚 八社神社

10:40～11:00 角木 第一共同調理場

11:10～11:30 小祝 グループホーム小祝

13:10～13:40 大幡Ａ 大幡小学校

(大幡S) (聖ヨゼフ寮)

13:50～14:10 大貞 ややま園　大貞

14:20～14:40 永添B 悠久の里

14:50～15:10 榊原 榊原集会所

15:20～15:40 大幡 大幡コミュニティーセンター

15:45～16:05 大幡B 清浄園

16:15～16:35 金手 慶応アカデミー

8月 【代表】小幡記念図書館

〒871-0056 中津市1366番地1（片端町）

℡：0979-22-0679/Fax：0979-24-3516

◇メールアドレス：tosyokan@city.nakatsu.lg.jp

◇ホームページ： https://libwebsv.city-nakatsu.jp/



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

＊開館時間

小幡記念図書館　…　９：００～１９：００

分館（三光・本耶馬渓・耶馬溪・山国）

　　　…１０：００～１８：００



新着本　（毎週 約２００冊。木曜日or金曜日に配本します。）
著　者（出版社） 分類番号 分類番号

NHK「ブラタモリ」制作班　監修 291.0 K 291

地震イツモプロジェクト　編 369.3 K 457

浜内 千波　著 596 K 809

中野 京子　著 723 K 913

赤川 次郎　著 913.6 K 913

西尾 維新　著 913.6 K 933

村山 由佳　著 936 KＥ

常光 徹　著 914.6 KＥ

　　「小さな世界はワンダーランド vol.1」「トイ・ストーリー　謎の恐竜ワールド」「やさしいライオン」

　　「NEW　つうきんれっしゃ」「リトルプリンス　星の王子様と私」「香りで彩るアロマな生活」

　　「天空の蜂」の７点です。９月上旬からの貸出予定です。

順位 分類番号 予約数 冊数

1  コンビニ人間 913.6 44 6

2  天才 913.6 39 4

3  羊と鋼の森　 913.6 32 5

4  希望荘　[杉村三郎シリーズ]　 913.6 26 5

5  あの日 916 24 1

　源氏物語を読む会（※会場は研修室or視聴覚室） 　本と映像に親しむ会

　　日時：9月8日(木）　13：30～15：30

　　内容：原文を声に出して読み、平安時代の社会、 　図書館上映会

　　　　風習の解説を加えて千年の時を経ても人間の 　　日時：第１･第３･第４土曜日 　 14: 00 ～ （通常）

　　　　思いの変わらないことを登場人物を通して知る。 　9月 子ども向け

　古文書を読む市民講座 　3日…「ミッキーマウス　３」

　　日時：9月15日（木）　　18:00～19:30 24日…「日本の昔ばなし　浦島太郎ほか」

一般向け

　　　　　 基礎講座を開催します。 17日…「足元の小宇宙

　中津読書クラブ 　　　　　　～生命を見つめる植物写真家～」

　　日時：9月16日(金）　19：00～21：30

　※9/10は版画教室のため、上映会はお休みです。

　おはなし会 　赤ちゃんおはなし会

　日時：毎週月曜日 　 11: 00 ～ 11: 30 （30分程度） 　　☆日時：毎月第３水曜日　11時～11時30分

　　　　　9月　…5日、12日、26日 　　　　　　　9月　…21日　　☆対象　…０歳児

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

　　　　　手遊びなど、親子で楽しい一時を！ わらべ歌あそびなど、赤ちゃんのための

　※祝日開館の月曜日は、おはなし会はお休みです。 お話会です。 
　　　　　　

　　9月はお休みです。

‐　１　‐

　　内容：初心者の方にもわかりやすい古文書解読の

　　内容：『からゆきさん』（森崎和江　著/朝日新聞社）

（2016年8月26日現在）

書　　　　　　名 著　　者

小保方 晴子

村田 沙耶香

石原 慎太郎

宮下 奈都

宮部 みゆき

 折々の民俗学  夢にめざめる世界　 ロブ・ゴンサルヴェス　作

 友の墓の上で　  キノコのカミサマ 花形 みつる　作

 ラヴィアンローズ  アマミホシゾラフグ　 江口 絵理　文

 撫物語  君の話をきかせてアーメル ニキ・コーンウェル　作

 地震イツモマニュアル　  世界の恐竜MAP 土屋 健　文

 浜内千波の炊飯ジャーでおかず革命  暗号学 稲葉 茂勝　著

 新怖い絵  駅鈴(はゆまのすず)　 久保田 香里　作

（2016年8月26日現在）

　書　　　名　　　（一般） 　　書　　　名　　　（児童） 著　者（出版社）

 ブラタモリ　1、2　  都道府県がわかるご当地怪獣大図鑑 ご当地怪獣調査隊　編著



　　　

‐　２　‐

　暑い夏が段々と秋に近づく頃になりました!“芸術の秋”の季節ももうすぐですね。木村
記念美術館では、「夏の常設展」が8月29日(月)に終了し、間に展示替えの休館をいた
だいた後、9月3日(土)からは「秋の常設展」が始まります。「秋の常設展」では秋の時期に
あわせた作品を多く展示予定です。是非足をお運びください!また、11月には企画展を
開催する予定です。詳細は次回お知らせしますのでお楽しみに!!

～美術館は秋の装い?「秋の常設展」始まります!～

♦今月は さあ出かけよう！ 『旅と冒険』 の絵本 をご紹介します♦

♦今月のお薦め♦ ♦今月の絵本作家さん♦

～お知らせ～　「アートスペース中津」9月の展示

9月7日(水)～19日(月)　　　　 「精華学園高等学校大分校美術部作品展」

9月21日(水)～10月3日(月)　　「ののなつみのぬいぐるみ展」

『とんでもない』

どうぶつたちの悩みがユーモアたっぷりに描かれています。

うらやましく思う相手の知らない一面を見ることができる

絵本です。「とんでもない」と言うどうぶつたちの表情を、

インパクトのある絵でも楽しめる作品です。

ある日、てがみぼうやはポストの中に

カッタンコトンと入れられました。

「おばあちゃんのいえにとどきますよ

うに」「まかせておいて！」はりきっ

て出発したてがみぼうや。ところが、

ポストの中は真っ暗！ぶるぶる震えて

いると、はがきさんが話しかけてきて

…。ドキドキわくわくな冒険が描かれ

た、可愛らしい絵本です。

地球のいちばん北にある北極。冬

は寒くて真っ暗で、雪と氷に閉ざ

されています。けれども、春の日

差しが注ぐと生き物が一気に増え、

北極は命あふれる季節を迎えます。

極地の豊かな恵みを求めて、地球

規模の大旅行をする動物たちの姿

を描いた絵本です。

「おばあちゃま、ママが私くらい

だった時のことを話して！」という

孫の声に応えて、ターシャが子ども

たちと過ごした豊かな日々を振り返

ります。これまで大切に想ってきた

美しい自然と家族の伝統行事を、優

しく柔らかい水彩で描いています。

ぼくは、どこにでもいる普通の子。

ぼくにしか出来ないこと、ぼくに

しかないすごいところなんて、ひ

とつも見つからない。さいのよろ

いのような立派な皮がうらやまし

い。でも実はさいは、そのよろい

みたいな皮が重くて大変。身軽に

ぴょんぴょん跳ね回るうさぎがう

らやましくて…。

鈴木 のりたけ／作 アリス館

『輝きの季節』

司書が選んだ一冊

『てがみぼうやのゆくところ』
加藤 晶子／作 講談社

『北をめざして 動物たちの大旅行』
ニック・ドーソン／作 福音館書店

メディア・ファクトリー

🌼宮西 達也 さん
♦作品♦

『パパはウルトラセブン』

『おまえうまそうだな』など

🌼ターシャ・テューダー さん
『がちょうのアレキサンダー』など

ぶっくとーく

「秋の常設展」会期：平成28年9月3日(土)～11月6日(日)



※①A・B各コースは、隔週で運行します。(移動図書館カレンダーでご確認ください)

 　② (　)　は、小学校夏休み時の駐車地です。

曜日 予定時間 予定時間

10:10～10:30 牛神 ガーデンヴィラおぐす

10:40～11:00 東浜 東浜ゲートボール駐車場

11:10～11:30 中央 燦燦館中央

13:05～13:35 沖代A 沖代小学校

(沖代A) (沖代小学校)

13:40～14:00 上万田 上万田団地

14:10～14:30 黒水 黒水生活改善センター

14:40～15:00 永添A いずみの園

15:10～15:30 古城 古城公務員住宅

15:40～16:00 鶴居 鶴居コミュニティーセンター

16:10～16:30 沖代 沖代公民館

10:25～10:45 三保 三保交流センター

11:00～11:20 宮夫B 玄々堂

13:00～13:30 小楠Ａ 小楠小学校

(小楠S) (尚武館)

13:40～14:00 宮夫A 深町団地

14:10～14:30 是則 東中津駅

14:40～15:00 上如水 燦燦館東なかつ

15:10～15:30 如水 如水コミュニティーセンター

15:40～16:00 下池永 雇用促進住宅

16:10～16:30 小楠 小楠コミュニティーセンター

10:15～10:35 下万田 下万田団地

10:45～11:05 五領 五領住宅

11:15～11:35 高瀬 鶴居文化センター

13:10～13:40 三保Ａ 三保小学校

(三保Ａ) (三保小学校)

13:50～14:10 犬丸 犬丸集会所

14:20～14:40 野依 野依集会所

14:50～15:10 植野 植野公民館

15:20～15:40 今津 今津コミュニティーセンター

15:50～16:10 和田 和田公民館

10:10～10:30 大塚 八社神社

10:40～11:00 角木 第一共同調理場

11:10～11:30 小祝 グループホーム小祝

13:10～13:40 如水A 如水小学校

(是則S) (如水保育園)

13:50～14:10 如水B ややま園　如水

14:20～14:40 大悟法 県営大悟法団地

14:50～15:10 榊原 榊原集会所

15:20～15:40 大幡 大幡コミュニティーセンター

15:45～16:05 大幡B 清浄園

16:15～16:35 金手 慶応アカデミー

移動図書館車カレンダー
数字 Ａコース

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 数字 Ｂコース

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 数字 休み

18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

- ３ -

9月

15:45～16:05 大幡B 清浄園

16:15～16:35 金手 慶応アカデミー

14:50～15:10 榊原 榊原集会所

15:20～15:40 大幡 大幡コミュニティーセンター

13:50～14:10 大貞 ややま園　大貞

14:20～14:40 永添B 悠久の里

13:10～13:40 大幡Ａ 大幡小学校

(大幡S) (聖ヨゼフ寮)

金

10:10～10:30 大塚 八社神社

10:40～11:00 角木 第一共同調理場

11:10～11:30 小祝 グループホーム小祝

15:20～15:40 今津 今津コミュニティーセンター

15:50～16:10 和田 和田公民館

14:20～14:40 今津C 今津区集会所

14:50～15:10 今津B 今津神事場

(今津A) (今津小学校)

13:50～14:10 鍋島 鍋島拠点施設

11:15～11:35 高瀬 鶴居文化センター

13:10～13:40 今津A 今津小学校

16:10～16:30 小楠 小楠コミュニティーセンター

木

10:15～10:35 下万田 下万田団地

10:45～11:05 五領 五領住宅

15:10～15:30 如水 如水コミュニティーセンター

15:40～16:00 下池永 雇用促進住宅

14:10～14:30 犬丸A なのみ台団地

14:40～15:00 北原 北原地区生活改善センター

(和田Ａ) (和田小学校)

13:40～14:00 諸田 諸田憩の家
水

10:25～10:45 三保 三保交流センター

11:00～11:20 一ツ松 東九州短大付属幼稚園

13:00～13:30 和田Ａ 和田小学校

15:40～16:00 鶴居 鶴居コミュニティーセンター

16:10～16:30 沖代 沖代公民館

14:40～15:00 永添A いずみの園

15:10～15:30 古城 古城公務員住宅

13:40～14:00 上万田 上万田団地

14:10～14:30 黒水 黒水生活改善センター

中央 燦燦館中央

12:50～13:20 鶴居Ａ 鶴居小学校

(鶴居Ａ) (鶴居小学校)

月

ガーデンヴィラおぐす10:10～10:30 牛神

　駐車地　Ａコース 駐車地　Ｂコース

10:40～11:00 東浜 東浜ゲートボール駐車場

11:10～11:30

【代表】小幡記念図書館

〒871-0056 中津市1366番地1（片端町）

℡：0979-22-0679/Fax：0979-24-3516

◇メールアドレス：tosyokan@city.nakatsu.lg.jp

◇ホームページ： https://libwebsv.city-nakatsu.jp/



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 11/1 2 3 4 5

＊開館時間

小幡記念図書館　…　９：００～１９：００

分館（三光・本耶馬渓・耶馬溪・山国）

　　　…１０：００～１８：００



　また、「My本棚」の機能の「中津市立図書館で借りた本」メニューから「貸出履歴保存開始」の設定に

すると、図書館で借りた本の履歴を残すことができます。データの削除や保存停止も随時行なうことが

読書週間のこの機会に、ぜひ、検索・予約システムの便利な機能をご利用ください！

　
「簡易検索」や、「新刊資料」の一覧、また、貸出や予約の一覧から本や雑誌等の資料を探します。

資料のタイトルが表示されたら、タイトルをクリック（選択）して、詳細画面を呼び出します。

①カートに入れる

　予約カートに入れ、予約をかけることができます。

‐　１　‐

　平成27年10月3日の図書館システム更新により、図書館ホームページの検索・予約システムに

新しい、便利な機能が追加されています。

　本の検索や予約だけではなく、検索した本や借りた本を「お気に入り」や「My本棚」に登録しておけば、

もう一度読みたくなったときにすぐに本の詳細を見ることができます！

できます。他にも、読書マラソンなど、読書目標をきめてチャレンジするメニューもありますので、



②お気に入りに入れる

「利用照会」メニューの「お気に入り一覧」に登録できます。

③My本棚に追加する

「利用照会」メニューの「My本棚」に登録できます。

④おすすめ本にする

「利用照会」メニューの「おすすめ本一覧」に登録でき、

資料詳細画面からレビューを書くことができます。

‐　２　‐



　「貸出履歴保存開始」のボタンを押すと、その時点からの貸出資料（本、雑誌、CD、DVD、

ビデオ）の貸出履歴が保存されます。

　「利用照会」メニューから読書マラソン

を選ぶと、期間と冊数を決めて、借りた本

（読んだ本）の目標達成を目指すことが
できます。　
ご家族でぜひ、挑戦してみてください！

‐　３　‐



　　本年度も、図書館マナーアップの一環として汚損や切抜きされた資料など、

　“泣いている本”たちを展示いたします。また、マナー啓発ポスターを館内に掲示します。

　※図書館利用マナーアップ啓発　特別企画展示期間　10月23日（日）～10月29日（土）

‐　４　‐



新着本　（毎週 約２００冊。木曜日or金曜日に配本します。）
著　者（出版社） 分類番号 分類番号

　齋藤 孝　著 289.1 K 210

渡辺 恭良　著 498.5 K 486

高堂 敏治　著 626.9 K 748

加藤 文俊　著 809.6 K 913

荻原 浩　著 913.6 K 913

林 真理子　著 913.6 K 943

吉本 ばなな 著 914.6 KＥ

　　「オデッセイ」「図書館戦争　THE LAST MISSION」「素晴らしき哉、人生！」「ペンギンズFROMマダガスカル

　　ザ・ムービー」「銀河鉄道の夜」「おさるのジョージ」の６点は10上旬、　「小野寺の弟・小野寺の姉」「蜩の記」

　　「足元の小宇宙」「天のしずく」「日本の昔ばなし」１～３の７点は、10月下旬からの貸出予定です。

順位 分類番号 予約数 冊数

1  コンビニ人間 913.6 48 6

2  危険なビーナス 913.6 37 6

3  天才 913.6 34 4

4  羊と鋼の森　 913.6 26 5

 希望荘　[杉村三郎シリーズ]　 913.6 5

 あの日 916 1

 本と映像に親しむ会  古文書を読む市民講座

　日時：10月6日(木）　19：00～21：30 　日時：10月20日（木）　　18:00～19:30

　基礎講座を開催します。

 図書館上映会

　源氏物語を読む会（※会場は研修室or視聴覚室） 　日時：第１･第３･第４土曜日 　 14: 00 ～ （通常）

　日時：10月6日(木）　13：30～15：30 　10月　子ども向け

　内容：原文を声に出して読み、平安時代の社会、 　　1日…「日本の昔ばなし　こぶとり爺さんほか」　

　風習の解説を加えて千年の時を経ても人間の思いの    29日…「トム・ソーヤの冒険」

　変わらないことを登場人物を通して知る。 　　　　 　一般向け

 中津読書クラブ    22日…「天のしずく　辰巳芳子の“いのちのスープ”」　

　※10/8は版画教室、10/15は図書館行事のため、

　上映会はお休みです。

 おはなし会　―親子で楽しい一時を！  赤ちゃんおはなし会

　日時：毎週月曜日 　 11: 00 ～ 11: 30 （30分程度） 　☆日時：毎月第３水曜日　11時～11時30分

　　　　　10月　…3日、17日、24日 　　　　　　　10月　…19日　　

　内容：就学前のこどもに、絵本や紙芝居の読み 　☆対象：０歳児

　聞かせ、手遊びなど 　☆内容：赤ちゃん向け絵本の読み聞かせや紹介、

 ※祝日開館の月曜日は、おはなし会はお休みです。 　わらべ歌あそびなど、赤ちゃんのためのお話会です。
　　　　　　

（2016年9月28日現在）

　書　　　名　　　（一般） 　　書　　　名　　　（児童） 著　者（出版社）

 超訳福澤諭吉語録  明治時代のサバイバル　 もとじろう　マンガ

 おいしく食べて疲れをとる  ハチのくらし大研究　 松田 喬　著

 有機野菜の育て方100選  いのる　 長倉 洋海　著

 会議のマネジメント  ギュレギュレ! 斉藤 洋　作

 ストロベリーライフ  三年三組黒板の花太郎さん 草野 あきこ　作

 私のスポットライト　  飛び込み台の女王　 マルティナ・ヴィルトナー　作

 下北沢について　　  あきいろのころわん　 間所 ひさこ　作

小保方 晴子

（2016年9月26日現在）

書　　　　　　名 著　　者

22

村田 沙耶香

東野 圭吾

石原 慎太郎

宮下 奈都

宮部 みゆき
5

　内容：『東京が壊滅する日』（広瀬 隆　著/ダイヤモンド社） 　内容：初心者の方にもわかりやすい古文書解読の

　　　　 『知られざる真実―勾留地にて―』

　　　　 （植草一秀　著/イプシロン出版企画）

‐　５　‐

10月はお休みです。



　　　

- ６ -

～今年もやってきました!美術館特別展!!～

　今月は、9月のマル美でもお知らせした木村記念美術館の特別展の情報
をお届けします!平成28年度特別展「画家たちの見た耶馬渓」は、耶馬渓
「日本新三景」選定100周年を記念した特別展で、県出身作家の作品を
中心に、“耶馬渓”を題材にした作品を、ジャンル問わずに展示しま
す。それぞれの画家の目を通した耶馬渓の姿をお楽しみください!お待ち
しています。

～お知らせ～　「アートスペース中津」10月の展示

10月19日(水)～24日(月)　  　橋口修侍鉛筆画展

10月26日(水)～11月7日(月)　二日会展創立第50回記念展

10月8日(土)～17日(月)　　　 中津の偉人に関する読書感想文・絵展示

　　　　　　　　　　　　　「素描への問い」吉松先生ののこしたもの

♦今月は  『お店とおつかい』 の絵本 をご紹介します♦

♦今月のお薦め♦ ♦今月の絵本作家さん♦

てっくんのお父さんの仕事は、パ

ン屋さん。朝早くから、おいしい

パンを作るために忙しく働いてい

ます。お父さんはどんな風にパン

を作っているのかな？パン屋さん

を営む家族の１日を、時間を追っ

て描いた絵本です。

くつ屋のシロクマ家族は、新しくお

店を開くのにぴったりの空き家を、

山の中で見つけました。くつの形を

した「シロクマくつや」は、たちま

ち評判になり、毎日大にぎわい。そ

れにしても一体、この不思議な家は

誰が建てたのでしょうか？

ねこの「ぼく」がバイオリンを奏で

ると、音が音符になって落ちてくる。

うさぎのロージーはその音符を大切

に拾い、「ぼく」に届けてくれます。

そんなロージーにプレゼントをした

いと思った「ぼく」は…。ふたりの

気持ちが響き合う、とっておきの物

語。

ねずみのマシューは、汚い屋根

裏の一隅に両親と住んでいまし

た。将来何になりたいかと訊ね

られても、答えることができま

せん。ある日、みんなと訪れた

美術館で…。

ねずみのマシューの挑戦を通して、うまれてはじめての体

験が人生を変えるできごとになるかも！と可能性を与えて

くれる絵本です。新しい場所や新しいことに触れて、実り

の秋にしたいなぁ。

『マシューのゆめ』

レオ＝レオニ／作 谷川 俊太郎／訳 好学社

『ミュージック・ツリー』

司書が選んだ一冊

『はやおきふっくらパンやさん』
山本 省三／作 講談社

『シロクマくつや』
おおで ゆかこ／作 偕成社

講談社

🌼 近藤 薫美子 さん
♦作品♦

『たねいっぱいわらったね』

『むしホテルへようこそ』など

🌼 アンドレ・ダーハン さん
『おつきさまはいちねんせい』など

ぶっくとーく

特別展「画家たちの見た耶馬渓」 会期：平成28年11月10日(木)～12月11日



※①A・B各コースは、隔週で運行します。(移動図書館カレンダーでご確認ください)

 　② (　)　は、小学校夏休み時の駐車地です。

曜日 予定時間 予定時間

10:10～10:30 牛神 ガーデンヴィラおぐす

10:40～11:00 東浜 東浜ゲートボール駐車場

11:10～11:30 中央 燦燦館中央

13:05～13:35 沖代A 沖代小学校

(沖代A) (沖代小学校)

13:40～14:00 上万田 上万田団地

14:10～14:30 黒水 黒水生活改善センター

14:40～15:00 永添A いずみの園

15:10～15:30 古城 古城公務員住宅

15:40～16:00 鶴居 鶴居コミュニティーセンター

16:10～16:30 沖代 沖代公民館

10:25～10:45 三保 三保交流センター

11:00～11:20 宮夫B 玄々堂

13:00～13:30 小楠Ａ 小楠小学校

(小楠S) (尚武館)

13:40～14:00 宮夫A 深町団地

14:10～14:30 是則 東中津駅

14:40～15:00 上如水 燦燦館東なかつ

15:10～15:30 如水 如水コミュニティーセンター

15:40～16:00 下池永 雇用促進住宅

16:10～16:30 小楠 小楠コミュニティーセンター

10:15～10:35 下万田 下万田団地

10:45～11:05 五領 五領住宅

11:15～11:35 高瀬 鶴居文化センター

13:10～13:40 三保Ａ 三保小学校

(三保Ａ) (三保小学校)

13:50～14:10 犬丸 犬丸集会所

14:20～14:40 野依 野依集会所

14:50～15:10 植野 植野公民館

15:20～15:40 今津 今津コミュニティーセンター

15:50～16:10 和田 和田公民館

10:10～10:30 大塚 八社神社

10:40～11:00 角木 第一共同調理場

11:10～11:30 小祝 グループホーム小祝

13:10～13:40 如水A 如水小学校

(是則S) (如水保育園)

13:50～14:10 如水B ややま園　如水

14:20～14:40 大悟法 県営大悟法団地

14:50～15:10 榊原 榊原集会所

15:20～15:40 大幡 大幡コミュニティーセンター

15:45～16:05 大幡B 清浄園

16:15～16:35 金手 慶応アカデミー

移動図書館車カレンダー
数字 Ａコース

日 月 火 水 木 金 土
1 数字 Ｂコース

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 数字 休み

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 - ７ -

　駐車地　Ａコース 駐車地　Ｂコース

月

10:10～10:30 牛神 ガーデンヴィラおぐす

10:40～11:00 東浜 東浜ゲートボール駐車場

11:10～11:30 中央 燦燦館中央

12:50～13:20 鶴居Ａ 鶴居小学校

(鶴居Ａ) (鶴居小学校)

13:40～14:00 上万田 上万田団地

14:10～14:30 黒水 黒水生活改善センター

14:40～15:00 永添A いずみの園

15:10～15:30 古城 古城公務員住宅

15:40～16:00 鶴居 鶴居コミュニティーセンター

16:10～16:30 沖代 沖代公民館

水

10:25～10:45 三保 三保交流センター

11:00～11:20 一ツ松 東九州短大付属幼稚園

13:00～13:30 和田Ａ 和田小学校

(和田Ａ) (和田小学校)

13:40～14:00 諸田 諸田憩の家

14:10～14:30 犬丸A なのみ台団地

14:40～15:00 北原 北原地区生活改善センター

15:10～15:30 如水 如水コミュニティーセンター

15:40～16:00 下池永 雇用促進住宅

16:10～16:30 小楠 小楠コミュニティーセンター

木

10:15～10:35 下万田 下万田団地

10:45～11:05 五領 五領住宅

11:15～11:35 高瀬 鶴居文化センター

13:10～13:40 今津A 今津小学校

(今津A) (今津小学校)

13:50～14:10 鍋島 鍋島拠点施設

14:20～14:40 今津C 今津区集会所

14:50～15:10 今津B 今津神事場

15:20～15:40 今津 今津コミュニティーセンター

15:50～16:10 和田 和田公民館

金

10:10～10:30 大塚 八社神社

10:40～11:00 角木 第一共同調理場

11:10～11:30 小祝 グループホーム小祝

13:10～13:40 大幡Ａ 大幡小学校

(大幡S) (聖ヨゼフ寮)

13:50～14:10 大貞 ややま園　大貞

14:20～14:40 永添B 悠久の里

14:50～15:10 榊原 榊原集会所

15:20～15:40 大幡 大幡コミュニティーセンター

15:45～16:05 大幡B 清浄園

16:15～16:35 金手 慶応アカデミー

10月 【代表】小幡記念図書館

〒871-0056 中津市1366番地1（片端町）

℡：0979-22-0679/Fax：0979-24-3516

◇メールアドレス：tosyokan@city.nakatsu.lg.jp

◇ホームページ： https://libwebsv.city-nakatsu.jp/



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

＊開館時間

小幡記念図書館　…　９：００～１９：００

分館（三光・本耶馬渓・耶馬溪・山国）

　　　…１０：００～１８：００



新着本　（毎週 約２００冊。木曜日or金曜日に配本します。）
著　者（出版社） 分類番号 分類番号

横田 正夫　監修 140 K 210

渡辺 徳三郎　著 379.9 K 377

　クックパッド株式会社　監修 596 K 497

中本 千晶　著 809.6 K 686

東川 篤哉　著 913.6 K 913

近藤 史恵　著 913.6 K 913

五木 寛之　著 914.6 K 933

ローリ・ネルソン=スピールマン　著 933 KＥ

　　「あん」「レインツリーの国」「三遊亭円楽」「綾小路きみまろ」「チップとデール　vol.1」

　　「レオ・レオニ　５つの名作集」の6点です。１１月下旬からの貸出予定です。

順位 分類番号 予約数 冊数

1  コンビニ人間 913.6 46 6

2  危険なビーナス 913.6 33 6

3  天才 913.6 32 4

4  羊と鋼の森　 913.6 21 5

5  あの日 916 20 1

　本と映像に親しむ会 　中津読書クラブ

　日時：11月3日(木）　19：00～21：30 　　日時：11月18日(金）　19：00～21：30

　　　　　（畑谷史代　著/岩波書店）

　源氏物語を読む会（※会場は研修室or視聴覚室） 　図書館上映会

　日時：11月10日(木）　13：30～15：30 　　日時：第１･第３･第４土曜日 　 14: 00 ～ （通常）

　内容：原文を声に出して読み、平安時代の社会、 　11月　子ども向け

　風習の解説を加えて千年の時を経ても人間の思いの 　　5日…「レオ・レオニ　５つの名作集」　

　変わらないことを登場人物を通して知る。    26日…「チップとデール　vol.1」

　古文書を読む市民講座 　　　　 　一般向け

　日時：11月17日（木）　　18:00～19:30    19日…「綾小路きみまろ　　～あれから40年！

　　　　　　爆笑!!傑作集!!!　＆爆笑！スペシャルライブ！～」

　基礎講座を開催します。 　※11/12は版画教室のため、上映会はお休みです。

 おはなし会　―親子で楽しい一時を！ 　赤ちゃんおはなし会

　日時：毎週月曜日 　 11: 00 ～ 11: 30 （30分程度） 　☆日時：毎月第３水曜日　11時～11時30分

　　　　　11月　…7日、14日、21日、28日 　　　　　　　11月　…16日

　内容：就学前のこどもに、絵本や紙芝居の読み 　☆対象：０歳児

　聞かせ、手遊びなど 　☆内容：赤ちゃん向け絵本の読み聞かせや紹介、

※祝日開館の月曜日は、おはなし会はお休みです。 　わらべ歌あそびなど、赤ちゃんのためのお話会です。
　　　　　　

 宝塚歌劇に誘う7つの扉  鉄道会社ここが知りたい！　 久松 ゆのみ　漫画

（2016年10月27日現在）

　書　　　名　　　（一般） 　　書　　　名　　　（児童） 著　者（出版社）

 教養のトリセツ心理学  平安時代のサバイバル　 市川 智茂　マンガ

 福澤諭吉家庭教育のすすめ  こどもノーベル賞新聞　 若林 文高　監修

 クックパッドのおいしい厳選!鍋レシピ  歯ブラシづくりのひみつ　 たまだ まさお　漫画

 かがやき荘アラサー探偵局　  あたしの、ボケのお姫様。 令丈 ヒロ子　著

 ただ生きていく、それだけで素晴らしい  なぞとき博物館　 ダン・メトカーフ　作

 シャルロットの憂鬱　  サバンナのいちにち 斉藤 洋　作

 幸福を見つける20のレッスン  1001のモンスターをさがせ!　 ジリアン・ドハーティ　作

（2016年10月27日現在）

書　　　　　　名 著　　者

小保方 晴子

村田 沙耶香

石原 慎太郎

宮下 奈都

東野 圭吾

　　内容：『シベリア抑留とは何だったのか』

　内容：初心者の方にもわかりやすい古文書解読の

　内容：詩を読みます。
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　　　　　　　　　　　　　　学園のアーティストたち「私達にくれたもの」展
11月23日(水)～12月4日(月)　アールブリュット　第１回月の輪学園絵画作品展
11月9日(水)～21日(月)　  　「手織りと刺しゅうのコラボ」

～「文化の日」美術館無料開放!!～

～お知らせ～　「アートスペース中津」11月の展示

　11月、文化芸術の秋も深まる季節です!中津市では、今年も「文化の日」市内文
化施設無料開放を行います!11月3日(祝)文化の日に無料開放するのは、木村記念
美術館(10時半、13時半)、村上医家史料館(9時半)、大江医家史料館(14時半)、耶
馬渓風物館の４館です。各施設で、学芸員による展示解説を( )内の時間に行いま
す。また、11月10日(木)から、木村記念美術館では特別展「画家たちの見た耶馬
渓」が始まります!!こちらも是非足をお運びください!!
　なお、特別展準備のため、11月7日(月)～9日(水)は休館させて
いただきます。ご了承ください。

♦今月は  『おいしそう！』 な絵本 をご紹介します♦

♦今月のお薦め♦ ♦今月の絵本作家さん♦

- ２ -

今日は遠足の日。お弁当を持って

山登りに行きます。きみちゃんは

大好きなおにぎりをお母さんと一

緒に作ることになりました。うま

くにぎれるかな？小さな手でにぎ

るはじめてのおにぎり。どきどき

な様子が、あたたかく細やかな絵

で描かれています。

「おたからパン」という、おいしい

パン屋さんに忍び込んだどろぼう。

でも、宝は見つかりません。そこへ

やってきた店の親方に、「宝が欲し

いなら、ここで働けばいい」と言わ

れ、店で働くことに…。外はぱりぱ

り、中はふわふわのパンがとてもお

いしそうな絵本です。

たいへん！トンビがトカゲを襲って

きた！！でもトカゲは、しっぽを

ぷっつんと切って逃げ出しました。

慌てたのは残されたしっぽ。トンビ

からも捨てられて、地面に置き去り

に…。このままでは干からびてしま

います。そのとき、カナブンのおじ

さんが…。

くまのコールテンくんは、おも

ちゃ売り場で誰かが買ってくれる

のを待っています。ある日、コー

ルテンくんが欲しいと頼む女の子

がいましたが、コールテンくんの

ズボンのボタンがひとつとれてい

ました…。2人の心が通った瞬間

を描いた絵本です。

コールテンくんと女の子の幸せな出会いに、心があたたか

くなります。読んだ後は、「こんな友だちが欲しいな」と

思える、子どもの心に響く絵本です。

『くまのコールテンくん』

ドン=フリーマン／作 偕成社
『ぼくだってトカゲ』

司書が選んだ一冊

『えんそくおにぎり』
宮野 聡子／作 講談社

『おたからパン』
真珠 まりこ／作 ひさからチャイルド

文研出版

🌼 あきやま ただし さん
♦作品♦

『たまごにいちゃん』シリーズ、

『まめうし』シリーズなど

🌼 内田 麟太郎 さん
『おれたちともだち』シリーズなど

ぶっくとーく



※①A・B各コースは、隔週で運行します。(移動図書館カレンダーでご確認ください)

 　② (　)　は、小学校夏休み時の駐車地です。

曜日 予定時間 予定時間

10:10～10:30 牛神 ガーデンヴィラおぐす

10:40～11:00 東浜 東浜ゲートボール駐車場

11:10～11:30 中央 燦燦館中央

13:05～13:35 沖代A 沖代小学校

(沖代A) (沖代小学校)

13:40～14:00 上万田 上万田団地

14:10～14:30 黒水 黒水生活改善センター

14:40～15:00 永添A いずみの園

15:10～15:30 古城 古城公務員住宅

15:40～16:00 鶴居 鶴居コミュニティーセンター

16:10～16:30 沖代 沖代公民館

10:25～10:45 三保 三保交流センター

11:00～11:20 宮夫B 玄々堂

13:00～13:30 小楠Ａ 小楠小学校

(小楠S) (尚武館)

13:40～14:00 宮夫A 深町団地

14:10～14:30 是則 東中津駅

14:40～15:00 上如水 燦燦館東なかつ

15:10～15:30 如水 如水コミュニティーセンター

15:40～16:00 下池永 雇用促進住宅

16:10～16:30 小楠 小楠コミュニティーセンター

10:15～10:35 下万田 下万田団地

10:45～11:05 五領 五領住宅

11:15～11:35 高瀬 鶴居文化センター

13:10～13:40 三保Ａ 三保小学校

(三保Ａ) (三保小学校)

13:50～14:10 犬丸 犬丸集会所

14:20～14:40 野依 野依集会所

14:50～15:10 植野 植野公民館

15:20～15:40 今津 今津コミュニティーセンター

15:50～16:10 和田 和田公民館

10:10～10:30 大塚 八社神社

10:40～11:00 角木 第一共同調理場

11:10～11:30 小祝 グループホーム小祝

13:10～13:40 如水A 如水小学校

(是則S) (如水保育園)

13:50～14:10 如水B ややま園　如水

14:20～14:40 大悟法 県営大悟法団地

14:50～15:10 榊原 榊原集会所

15:20～15:40 大幡 大幡コミュニティーセンター

15:45～16:05 大幡B 清浄園

16:15～16:35 金手 慶応アカデミー

移動図書館車カレンダー
数字 Ａコース

日　　　　月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 数字 Ｂコース

6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 数字 休み

20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
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月

ガーデンヴィラおぐす10:10～10:30 牛神

　駐車地　Ａコース 駐車地　Ｂコース

10:40～11:00 東浜 東浜ゲートボール駐車場

11:10～11:30 中央 燦燦館中央

12:50～13:20 鶴居Ａ 鶴居小学校

(鶴居Ａ) (鶴居小学校)

13:40～14:00 上万田 上万田団地

14:10～14:30 黒水 黒水生活改善センター

14:40～15:00 永添A いずみの園

15:10～15:30 古城 古城公務員住宅

15:40～16:00 鶴居 鶴居コミュニティーセンター

16:10～16:30 沖代 沖代公民館

水

10:25～10:45 三保 三保交流センター

11:00～11:20 一ツ松 東九州短大付属幼稚園

13:00～13:30 和田Ａ 和田小学校

(和田Ａ) (和田小学校)

13:40～14:00 諸田 諸田憩の家

14:10～14:30 犬丸A なのみ台団地

14:40～15:00 北原 北原地区生活改善センター

15:10～15:30 如水 如水コミュニティーセンター

15:40～16:00 下池永 雇用促進住宅

16:10～16:30 小楠 小楠コミュニティーセンター

木

10:15～10:35 下万田 下万田団地

10:45～11:05 五領 五領住宅

11:15～11:35 高瀬 鶴居文化センター

13:10～13:40 今津A 今津小学校

(今津A) (今津小学校)

13:50～14:10 鍋島 鍋島拠点施設

14:20～14:40 今津C 今津区集会所

14:50～15:10 今津B 今津神事場

15:20～15:40 今津 今津コミュニティーセンター

15:50～16:10 和田 和田公民館

金

10:10～10:30 大塚 八社神社

10:40～11:00 角木 第一共同調理場

11:10～11:30 小祝 グループホーム小祝

13:10～13:40 大幡Ａ 大幡小学校

(大幡S) (聖ヨゼフ寮)

13:50～14:10 大貞 ややま園　大貞

14:20～14:40 永添B 悠久の里

14:50～15:10 榊原 榊原集会所

15:20～15:40 大幡 大幡コミュニティーセンター

15:45～16:05 大幡B 清浄園

16:15～16:35 金手 慶応アカデミー

11月 【代表】小幡記念図書館

〒871-0056 中津市1366番地1（片端町）

℡：0979-22-0679/Fax：0979-24-3516

◇メールアドレス：tosyokan@city.nakatsu.lg.jp

◇ホームページ： https://libwebsv.city-nakatsu.jp/



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

＊開館時間

小幡記念図書館　…　９：００～１９：００

分館（三光・本耶馬渓・耶馬溪・山国）

　　　…１０：００～１８：００



新着本　（毎週 約２００冊。木曜日or金曜日に配本します。）
著　者（出版社） 分類番号 分類番号

外山 滋比古　著 070.4 K 031

昭文社 291.9 K 123

　釈 徹宗　著 369.2 K 289

齋藤 真紀　著 596.6 K 504

　三上 常夫　著 627.7 K 723

中島 袈裟幸　著 724 K 726

開発社　編 910.2 K 913

羽田 圭介　著 913.6 K 913

葉室 麟 913.6 KE

順位 分類番号 予約数 冊数

1  コンビニ人間 913.6 48 6

2  恋のゴンドラ 913.6 32 6

3  危険なビーナス 913.6 29 6

4  天才 913.6 26 4

5  あの日 916 21 1

6  九十歳。何がめでたい 914.6 18 4

 ハリー・ポッターと呪いの子 932.7 1

 羊と鋼の森　 913.6 5

 本と映像に親しむ会  古文書を読む市民講座

　日時：12月1日(木）　19：00～21：30　

 図書館上映会

　日時：第１･第３･第４土曜日 　 14: 00 ～ （通常）

　源氏物語を読む会（※会場は研修室or視聴覚室） 　12月　一般向け

　日時：12月1日(木）　13：30～15：30 　　3日…「猫侍」　

　内容：原文を声に出して読み、平安時代の社会、 　　　　 　児童向け

　風習の解説を加えて千年の時を経ても人間の思いの    24日…「藤城清治　クリスマスの鐘　マッチ売りの少女」　

　変わらないことを登場人物を通して知る。

 中津読書クラブ 　※12/10は版画教室、12/17は図書館行事のため、

　上映会はお休みです。

 おはなし会  赤ちゃんおはなし会

　日時：毎週月曜日 　 11: 00 ～ 11: 30 （30分程度） 　☆日時：毎月第３水曜日　11時～11時30分

　12月　…12日、19日、26日 　　　　　　　12月　…21日　　

　内容：就学前のこどもに、絵本や紙芝居の読み 　☆対象：０歳児

　聞かせ、手遊びなど、親子で楽しい一時を！ 　☆内容：赤ちゃん向け絵本の読み聞かせや紹介、

 ※祝日開館の月曜日は、おはなし会はお休みです。 　わらべ歌あそびなど、赤ちゃんのためのお話会です。
　　　　　　

花まる学習会　監修

石田 秀輝　監修

 香りを楽しむ庭木の本  見てごらん!名画だよ マリー・セリエ　文

（2016年11月25日現在）

　書　　　名　　　（一般） 　　書　　　名　　　（児童） 著　者（出版社）

 新聞大学　  ことば絵図鑑　

 あおなり道場始末  ペネロペゆきあそびをする　 アン・グットマン　文

 絵手紙エール　  しずくちゃん　27　 ぎぼ りつこ　作・絵

 文豪図鑑　  オレさすらいの転校生 吉野 万理子　著

 福岡発日帰り大人の小さな旅

 お世話され上手　

 ドラえもんはじめての論語 安岡 定子　著

 円周率の謎を追う　

 コンテクスト・オブ・ザ・デッド  ドキドキおばけの百人一首!? むらい かよ　著

 おいものお菓子　  すごい自然図鑑　

12月はお休みです。
　内容：『すばらしい新世界』

 　　　　（オルダス・ハクスリー　著/光文社）

　　　　『民衆の敵』 （イプセン　著/岩波書店）

村田 沙耶香

東野 圭吾

小保方 晴子

佐藤 愛子

12月はお休みです。

‐　１　‐

宮下 奈都

鳴海 風　作

東野 圭吾

石原 慎太郎

7 15
J.K.ローリング

（2016年11月25日現在）

書　　　　　　名 著　　者



　　　

- ２ -

～あと少し!特別展をお見逃しなく!～

　寒さ厳しく今年も残すところ1ヶ月となりました。お隣の木村記念美術館では、
11月上旬から始まった特別展「画家たちの見た耶馬渓」を引続き開催中です!
　12月3日(土)には学芸員による展示解説を13時30分から行います。申込み不要
ですので是非気軽にご参加ください!!特別展は12月11日(日)までです。その後、
展示替えの休館の後、12月16日(金)からは、「冬の常設展」を開催予定です。そ
ちらもお楽しみに!!最後に、美術館の年末年始のお休みのお知らせです。

年末年始休館日：平成28年12月29日(木)～平成29年1月3日(月)

～お知らせ～　「アートスペース中津」12月の展示

12月10日(土)～12月26日(月)　　羽ふわり「なごみの猫本」原画展

♦今月は 全国学校図書館協議会選定 『よい絵本』 をご紹介します♦

♦今月のお薦め♦ ♦今月の絵本作家さん♦

湖で凍ってしまっただいおういか

のいかたろう。ゆめたくんは、先

生やお友達と一緒に、大きなポッ

トにお湯を入れて助けに行くこと

に…。作者は、大分在住の絵本ユ

ニット。若い才能が紡ぎ出す、新

感覚の深海魚絵本です。

おばあちゃんが編んでくれた新しい

マフラーを巻いて、こうさぎたちは

冬の森へでかけて行きました。凍え

そうな寒さの中、こうさぎたちが出

会った不思議な出来事とは…。寒い

日にぴったりの、心温まる絵本です。

あいちゃんは背が低くて、走るのも

遅くて、100点なんか1回もとった

ことがない。「わたしって、ええと

ころひとつもないなあ」とともちゃ

んに言うと…。揺れ動く子どもの気

持ちに寄り添い、思いやりと自己肯

定感を育てる物語です。

クリスマスの夜。大切な仕事を頼

まれたこびとたちのチームは、働

く車の列を作って、夜の街を走っ

ていきます。どこへ行くのかな？

そして頼んだのはだあれ？画面の

すみずみまで楽しめるクリスマス

絵本です。

いつも大切な仕事を頼まれるこびとたち。クリスマスに

も大活躍します。こびと1人ひとりがみんな生き生きし

ています。うちにもこびとたち来てくれないかなぁ…と

思ったりします。

『おたすけこびとのクリスマス』
なかがわ ちひろ／文 徳間書店

『ええところ』

司書が選んだ一冊

『だいおういかのいかたろう』
ザ・キャビンカンパニー／作 鈴木出版

『こうさぎと4ほんのマフラー』
わたり むつこ／作 のら書店

廣済堂あかつき

⛄ きたやま ようこ さん
♦作品♦

『12カ月のおてつだい』、

『じんべいの絵日記』など

⛄ くすのき しげのり さん
『おこだでませんように』など

ぶっくとーく



※①A・B各コースは、隔週で運行します。(移動図書館カレンダーでご確認ください)

 　② (　)　は、小学校夏休み時の駐車地です。

曜日 予定時間 予定時間

10:10～10:30 牛神 ガーデンヴィラおぐす

10:40～11:00 東浜 東浜ゲートボール駐車場

11:10～11:30 中央 燦燦館中央

13:05～13:35 沖代A 沖代小学校

(沖代A) (沖代小学校)

13:40～14:00 上万田 上万田団地

14:10～14:30 黒水 黒水生活改善センター

14:40～15:00 永添A いずみの園

15:10～15:30 古城 古城公務員住宅

15:40～16:00 鶴居 鶴居コミュニティーセンター

16:10～16:30 沖代 沖代公民館

10:25～10:45 三保 三保交流センター

11:00～11:20 宮夫B 玄々堂

13:00～13:30 小楠Ａ 小楠小学校

(小楠S) (尚武館)

13:40～14:00 宮夫A 深町団地

14:10～14:30 是則 東中津駅

14:40～15:00 上如水 燦燦館東なかつ

15:10～15:30 如水 如水コミュニティーセンター

15:40～16:00 下池永 雇用促進住宅

16:10～16:30 小楠 小楠コミュニティーセンター

10:15～10:35 下万田 下万田団地

10:45～11:05 五領 五領住宅

11:15～11:35 高瀬 鶴居文化センター

13:10～13:40 三保Ａ 三保小学校

(三保Ａ) (三保小学校)

13:50～14:10 犬丸 犬丸集会所

14:20～14:40 野依 野依集会所

14:50～15:10 植野 植野公民館

15:20～15:40 今津 今津コミュニティーセンター

15:50～16:10 和田 和田公民館

10:10～10:30 大塚 八社神社

10:40～11:00 角木 第一共同調理場

11:10～11:30 小祝 グループホーム小祝

13:10～13:40 如水A 如水小学校

(是則S) (如水保育園)

13:50～14:10 如水B ややま園　如水

14:20～14:40 大悟法 県営大悟法団地

14:50～15:10 榊原 榊原集会所

15:20～15:40 大幡 大幡コミュニティーセンター

15:45～16:05 大幡B 清浄園

16:15～16:35 金手 慶応アカデミー

移動図書館車カレンダー
数字 Ａコース

日　　　　月 火 水 木 金 土
1 2 3 数字 Ｂコース

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 数字 休み

18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

- ３ -

12月

15:45～16:05 大幡B 清浄園

16:15～16:35 金手 慶応アカデミー

14:50～15:10 榊原 榊原集会所

15:20～15:40 大幡 大幡コミュニティーセンター

13:50～14:10 大貞 ややま園　大貞

14:20～14:40 永添B 悠久の里

13:10～13:40 大幡Ａ 大幡小学校

(大幡S) (聖ヨゼフ寮)

金

10:10～10:30 大塚 八社神社

10:40～11:00 角木 第一共同調理場

11:10～11:30 小祝 グループホーム小祝

15:20～15:40 今津 今津コミュニティーセンター

15:50～16:10 和田 和田公民館

14:20～14:40 今津C 今津区集会所

14:50～15:10 今津B 今津神事場

(今津A) (今津小学校)

13:50～14:10 鍋島 鍋島拠点施設

11:15～11:35 高瀬 鶴居文化センター

13:10～13:40 今津A 今津小学校

16:10～16:30 小楠 小楠コミュニティーセンター

木

10:15～10:35 下万田 下万田団地

10:45～11:05 五領 五領住宅

15:10～15:30 如水 如水コミュニティーセンター

15:40～16:00 下池永 雇用促進住宅

14:10～14:30 犬丸A なのみ台団地

14:40～15:00 北原 北原地区生活改善センター

(和田Ａ) (和田小学校)

13:40～14:00 諸田 諸田憩の家
水

10:25～10:45 三保 三保交流センター

11:00～11:20 一ツ松 東九州短大付属幼稚園

13:00～13:30 和田Ａ 和田小学校

15:40～16:00 鶴居 鶴居コミュニティーセンター

16:10～16:30 沖代 沖代公民館

14:40～15:00 永添A いずみの園

15:10～15:30 古城 古城公務員住宅

13:40～14:00 上万田 上万田団地

14:10～14:30 黒水 黒水生活改善センター

中央 燦燦館中央

12:50～13:20 鶴居Ａ 鶴居小学校

(鶴居Ａ) (鶴居小学校)

月

ガーデンヴィラおぐす10:10～10:30 牛神

　駐車地　Ａコース 駐車地　Ｂコース

10:40～11:00 東浜 東浜ゲートボール駐車場

11:10～11:30

【代表】小幡記念図書館

〒871-0056 中津市1366番地1（片端町）

℡：0979-22-0679/Fax：0979-24-3516

◇メールアドレス：tosyokan@city.nakatsu.lg.jp

◇ホームページ： https://libwebsv.city-nakatsu.jp/



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 2/1 2 3 4

＊開館時間

小幡記念図書館　…　９：００～１９：００

分館（三光・本耶馬渓・耶馬溪・山国）

　　　…１０：００～１８：００



新着本　（毎週 約２００冊。木曜日or金曜日に配本します。）
著　者（出版社） 分類番号 分類番号

篠賀 典子　著 024.8 K 210

武田 双雲　著 159 K 498

井伊家の歴史研究会　著 289.1 K 786

粕谷 浩子 383.8

生活の木　監修 498.5

宮部 みゆき　著 913.6 K 913

大沢 在昌　著 913.6 K 933

五木 寛之　著 914.6 KＥ

　　「猫侍」「パレードへようこそ」「バケモノの子」「ティンカーベルと流れ星の伝説」「バッタ君町に行く」の５点は

　　１月上旬から、「NEW ワンちゃんスペシャル100」「ちいさなプリンセスソフィア　プリンセスのテスト」

　　「最高の人生のつくり方」「仔鹿物語」　「ビリギャル」の６点は１月下旬からの貸出予定です。

順位 分類番号 予約数 冊数

1  コンビニ人間 913.6 49 6

2  恋のゴンドラ 913.6 29 6

3  九十歳。何がめでたい 914.6 22 4

4  天才 913.6 21 4

 あの日 916 1

 危険なビーナス 913.6 6

　古文書を読む市民講座 　図書館上映会

　日時：1月19日（木）　　18:00～19:30 　　日時：第１･第３･第４土曜日 　 14: 00 ～ （通常）

　1月　子ども向け

　基礎講座を開催します。 　　5日…「ビッケと神々の秘宝」　

　中津読書クラブ    28日…「チリンの鈴」

　　日時：1月20日(金）　19：00～21：30 　　　　 　一般向け

   21日…「綾小路きみまろ

　本と映像に親しむ会 　　　　　　　　爆笑！エキサイトライブビデオ第３集」

　源氏物語を読む会 　※1/14は版画教室のため、上映会はお休みです。

 おはなし会　―親子で楽しい一時を！ 　赤ちゃんおはなし会

　日時：毎週月曜日 　 11: 00 ～ 11: 30 （30分程度） 　☆日時：毎月第３水曜日　11時～11時30分

　　　　　1月　…16日、23日、30日 　　　　　　　1月　…18日

　内容：就学前のこどもに、絵本や紙芝居の読み 　☆対象：０歳児

　聞かせ、手遊びなど 　☆内容：赤ちゃん向け絵本の読み聞かせや紹介、

※祝日開館の月曜日は、おはなし会はお休みです。 　わらべ歌あそびなど、赤ちゃんのためのお話会です。
　　　　　　

K 913原 ゆたか　作・絵
 お雑煮マニアックス  かいけつゾロリの

（2016年12月22日現在）

　書　　　名　　　（一般） 　　書　　　名　　　（児童） 著　者（出版社）

 本の時間を届けます　  室町時代のサバイバル イセケヌ　マンガ

 のびのび生きるヒント  作業療法士の一日 WILLこども知育研究所　編著

 いまこそ知りたい井伊直虎  極寒の雪山を脱出せよ トレイシー・ターナー　著

 スーパーフードの教科書　 王子さまになるほうほう

 夜明けまで眠らない  ジョージと秘密のメリッサ レックス・ジーノ　作

 三鬼  四年ザシキワラシ組 こうだ ゆうこ　作

（2016年12月22日現在）

書　　　　　　名 著　　者

小保方 晴子

 とらわれない  にょっ!　 ザ・キャビンカンパニー　作

東野 圭吾

5
東野 圭吾

19

　　内容：好きな図書を持ち寄って読みます。

1月はお休みです。

1月はお休みです。

　内容：初心者の方にもわかりやすい古文書解読の

‐　１　‐

村田 沙耶香

佐藤 愛子

石原 慎太郎



　　　

- ２ -

♦今月は 新年を笑って過ごそう！ 『ユーモア』の絵本 をご紹介します♦

♦今月のお薦め♦    ♦今月の絵本作家さん♦

～お知らせ～　「アートスペース中津」１月の展示

1月5日(木)～16日(月)　「豊後街道まちなみはがき絵展」

1月18日(水)～30日(月)　大倉靖生
ヤ ス オ

写真展「選抜小品展」

　あけましておめでとうございます。本年も、皆様に美術に関する耳よりな情報をお届け
したいと思いますので、どうぞよろしくお願い致します!!さて、木村記念美術館では昨年
12月11日(日)に特別展「画家たちの見た耶馬渓」が無事終了しました!
　多くの方に足をお運びいただき誠にありがとうございます。現在は「冬の常設展」を開
催中です。是非足をお運びください!また、大分県立美術館(ＯＰＡＭ)では、３月～４月に
かけて、コレクション展の一部として中津ゆかりの偉人に関する展示が行われます。
廣池千九郎を中心に、福沢諭吉や小幡篤次郎の関係資料を展示予定です。
お見逃しなく!!

～今年も美術とともに！～

海を渡ってやってきた、だるま。

海辺の町はだるまだらけになり、

家や町中に飾られ、みんながだ

るまに夢中。いろんな方法で、

だるまは世界中に広がっていき

ます。すると次に空からやって

きたのは…！？

ある日、うどんの家にラーメンから

手紙が届いた。「そろそろ、うどん

とラーメンのどちらがおいしいのか、

きめようではありませんか」。そし

て、戦いの日がやってきた。うどん

が待ち構えていると、もちもちナル

トしゅりけんがうどんを襲ってき

た！現れたのは…。そして戦いの地

平に見える結末とは―。

ひとりで暮らしている「ふくろうく

ん」の日常に起こる出来事を綴った短

いお話が5編収録されています。

ちょっと間の抜けた、でも一所懸命な

愛すべき「ふくろうくん」。どれもく

すっと笑ってしまうような、独特の

ユーモアに溢れている絵本です。

お母さんとはぐれてしまった子猫のロ

ロ。形が変わっていく空の雲を見てい

ると、お母さんを思い出しました。ロ

ロは思わず雲を追いかけます。その頃、

お母さんのノラも雲を見ていて…。離

れていても愛する気持ちは繋がってい

ることを描いた絵本です。

いろいろな形に変わっていく雲の絵やロロも可愛くて、

いつまでも見ていたくなる絵本です。離れてしまっても

大切な人と絆でつながっていることや、お母さんの愛情

が伝わってきて、優しい気持ちになりました。

『ずっとずっとそばにいるよ』

やまもと やすひこ／作 芸文社
『ふくろうくん』

司書が選んだ一冊

『だるまだ！』
高畠 那生／作

『うどん対ラーメン』
田中 六大／作

文化出版局

ぶっくとーく

🌼武田 美穂 さん

♦作品♦

『ますだくん』シリーズ、

『オムライス ヘイ！』など

🌼アーノルド・ローベル さん

『ふたりはともだち』など



※①A・B各コースは、隔週で運行します。(移動図書館カレンダーでご確認ください)

 　② (　)　は、小学校夏休み時の駐車地です。

曜日 予定時間 予定時間

10:10～10:30 牛神 ガーデンヴィラおぐす

10:40～11:00 東浜 東浜ゲートボール駐車場

11:10～11:30 中央 燦燦館中央

13:05～13:35 沖代A 沖代小学校

(沖代A) (沖代小学校)

13:40～14:00 上万田 上万田団地

14:10～14:30 黒水 黒水生活改善センター

14:40～15:00 永添A いずみの園

15:10～15:30 古城 古城公務員住宅

15:40～16:00 鶴居 鶴居コミュニティーセンター

16:10～16:30 沖代 沖代公民館

10:25～10:45 三保 三保交流センター

11:00～11:20 宮夫B 玄々堂

13:00～13:30 小楠Ａ 小楠小学校

(小楠S) (尚武館)

13:40～14:00 宮夫A 深町団地

14:10～14:30 是則 東中津駅

14:40～15:00 上如水 燦燦館東なかつ

15:10～15:30 如水 如水コミュニティーセンター

15:40～16:00 下池永 雇用促進住宅

16:10～16:30 小楠 小楠コミュニティーセンター

10:15～10:35 下万田 下万田団地

10:45～11:05 五領 五領住宅

11:15～11:35 高瀬 鶴居文化センター

13:10～13:40 三保Ａ 三保小学校

(三保Ａ) (三保小学校)

13:50～14:10 犬丸 犬丸集会所

14:20～14:40 野依 野依集会所

14:50～15:10 植野 植野公民館

15:20～15:40 今津 今津コミュニティーセンター

15:50～16:10 和田 和田公民館

10:10～10:30 大塚 八社神社

10:40～11:00 角木 第一共同調理場

11:10～11:30 小祝 グループホーム小祝

13:10～13:40 如水A 如水小学校

(是則S) (如水保育園)

13:50～14:10 如水B ややま園　如水

14:20～14:40 大悟法 県営大悟法団地

14:50～15:10 榊原 榊原集会所

15:20～15:40 大幡 大幡コミュニティーセンター

15:45～16:05 大幡B 清浄園

16:15～16:35 金手 慶応アカデミー

移動図書館車カレンダー
数字 Ａコース

日　　　　月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7 数字 Ｂコース

8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 数字 休み

22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

- ３ -

1月

15:45～16:05 大幡B 清浄園

16:15～16:35 金手 慶応アカデミー

14:50～15:10 榊原 榊原集会所

15:20～15:40 大幡 大幡コミュニティーセンター

13:50～14:10 大貞 ややま園　大貞

14:20～14:40 永添B 悠久の里

13:10～13:40 大幡Ａ 大幡小学校

(大幡S) (聖ヨゼフ寮)

金

10:10～10:30 大塚 八社神社

10:40～11:00 角木 第一共同調理場

11:10～11:30 小祝 グループホーム小祝

15:20～15:40 今津 今津コミュニティーセンター

15:50～16:10 和田 和田公民館

14:20～14:40 今津C 今津区集会所

14:50～15:10 今津B 今津神事場

(今津A) (今津小学校)

13:50～14:10 鍋島 鍋島拠点施設

11:15～11:35 高瀬 鶴居文化センター

13:10～13:40 今津A 今津小学校

16:10～16:30 小楠 小楠コミュニティーセンター

木

10:15～10:35 下万田 下万田団地

10:45～11:05 五領 五領住宅

15:10～15:30 如水 如水コミュニティーセンター

15:40～16:00 下池永 雇用促進住宅

14:10～14:30 犬丸A なのみ台団地

14:40～15:00 北原 北原地区生活改善センター

(和田Ａ) (和田小学校)

13:40～14:00 諸田 諸田憩の家
水

10:25～10:45 三保 三保交流センター

11:00～11:20 一ツ松 東九州短大付属幼稚園

13:00～13:30 和田Ａ 和田小学校

15:40～16:00 鶴居 鶴居コミュニティーセンター

16:10～16:30 沖代 沖代公民館

14:40～15:00 永添A いずみの園

15:10～15:30 古城 古城公務員住宅

13:40～14:00 上万田 上万田団地

14:10～14:30 黒水 黒水生活改善センター

中央 燦燦館中央

12:50～13:20 鶴居Ａ 鶴居小学校

(鶴居Ａ) (鶴居小学校)

月

ガーデンヴィラおぐす10:10～10:30 牛神

　駐車地　Ａコース 駐車地　Ｂコース

10:40～11:00 東浜 東浜ゲートボール駐車場

11:10～11:30

【代表】小幡記念図書館

〒871-0056 中津市1366番地1（片端町）

℡：0979-22-0679/Fax：0979-24-3516

◇メールアドレス：tosyokan@city.nakatsu.lg.jp

◇ホームページ： https://libwebsv.city-nakatsu.jp/



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

＊開館時間

小幡記念図書館　…　９：００～１９：００

分館（三光・本耶馬渓・耶馬溪・山国）

　　　…１０：００～１８：００



新着本　（毎週 約２００冊。木曜日or金曜日に配本します。）
著　者（出版社） 分類番号 分類番号

安野 光雅　著 019 K 210

根本 橘夫　著 146.8 K 369

　アフリカンサファリ 480 K 448

片桐 雅量　著 597 K 723

あさの あつこ　著 910.2 K 913

西尾 維新　著 913.6 K 933

柴門 ふみ　著 914.6 KE

　　「あらいぐまラスカル」「ドナルドダック　５」「ナイトミュージアム」１～３、「インターステラー」

　「雨あがる」　「ガフールの伝説」の点です。２月下旬からの貸出予定です。

順位 分類番号 予約数 冊数

1  コンビニ人間 913.6 44 6

2  蜜蜂と遠雷 913.6 28 4

 三鬼　三島屋変調百物語四之続 913.6 22 5

4  九十歳。何がめでたい 914.6 21 4

5  恋のゴンドラ 913.6 20 6

　源氏物語を読む会（※会場は研修室or視聴覚室）  古文書を読む市民講座

　日時：2月2日(木）　13：30～15：30 　日時：2月16日（木）　　18:00～19:30

　内容：原文を声に出して読み、平安時代の社会、

　風習の解説を加えて千年の時を経ても人間の思いの 　基礎講座を開催します。

　変わらないことを登場人物を通して知る。  図書館上映会

　本と映像に親しむ会 　日時：第１･第３･第４土曜日 　 14: 00 ～ （通常）

　日時：2月2日(木）　19：00～21：30 　2月　児童向け

　内容：『九州大学生体解剖事件』 　　4日…「ドナルド･ダック　５」　

 　　　　（熊野以素　著/岩波書店）　 　　　　 一般向け

 　　　　『歯は臓器だった』    25日…「最高の人生のつくり方」　

　　　　 （村津和正　著/KOS九州口腔健康科学センター）

 　　　　『傷はぜったい消毒するな』 　※2/11は版画教室、2/18は図書館行事のため、

　　　　 （夏井 睦　著/光文社） 　上映会はお休みです。

 おはなし会  赤ちゃんおはなし会

　日時：毎週月曜日 　 11: 00 ～ 11: 30 （30分程度） 　☆日時：毎月第３水曜日　11時～11時30分

　　　　　2月　…6日、13日、20日、27日 　　　　　　　2月　…15日　　

　内容：就学前のこどもに、絵本や紙芝居の読み 　☆対象：０歳児

　聞かせ、手遊びなど、親子で楽しい一時を！ 　☆内容：赤ちゃん向け絵本の読み聞かせや紹介、

 ※祝日開館の月曜日は、おはなし会はお休みです。 　わらべ歌あそびなど、赤ちゃんのためのお話会です。
　　　　　　

　内容：初心者の方にもわかりやすい古文書解読の

（2017年1月25日現在）

　書　　　名　　　（一般） 　　書　　　名　　　（児童） 著　者（出版社）

 本を読む　  まんが日本の歴史と偉人伝 英賀 千尋　著

 ぼくの家はかえで荘　 小林 美津江　監修・文

 もふもふ日誌  地球儀で探検!　 渡辺 一夫　著

 なんでも自分で修理する本  おばけのアッチおしろのケーキ 角野 栄子　作

 「人前に出るのが怖い」を治す本

 花を呑む　  ドールハウスはおばけがいっぱい 柏葉 幸子　作

 悲衛伝　  シャーロック・ホームズ コナン・ドイル　著

 老いては夫を従え　  はじめまして、ペッパーです! やすい すえこ　作

書　　　　　　名 著　　者

（2017年1月25日現在）

東野 圭吾

宮部 みゆき

村田 沙耶香

恩田 陸

‐　１　‐

佐藤 愛子



～映像展示を楽しむ冬～

　　　

　今年も始まって早一月、いかがお過ごしでしょうか?各地の美術館では展示替えが始まる時期で
す。北九州市立美術館分館でも特別展が始まっています。俳優高倉健さんの追悼展「KEN
TAKAKURA」です。写真はもちろん、映像展示が見所!最近増えてきた映像展示、今展では中心を
担います。映画の抜粋も美術を観る目を通すと、新たな発見があるかも!この機会に楽しんでみて
ください!!最後に、先月お知らせした大分県立美術館(OPAM)のコレクション展での特集展示の詳
細情報です。

‐　２　‐

♦今月は いつまでも読み継がれる『ベストセラー』の絵本 をご紹介します♦

   ♦今月の絵本作家さん♦

2月8日(水)～20日(月)　小林英次小品展シリーズ「二人」

～お知らせ～　「アートスペース中津」2月の展示

　▼特集展示「近代中津の偉人と廣池千九郎」3月2日(木)-4月4日(火)

コレクション展Ⅵ「春を言祝ぐ」　2月3日(金)-4月4日(火)

♦今月のお薦め♦

❅工藤 ノリコ さん

♦作品♦

『ノラネコぐんだん』シリーズ、

『フローリアとおじさん』など

猫のハーニャが住んでいる小さな家の

小さな庭。ここには、数えきれないほ

どの小さな生き物たちがくらしていま

す。たくさんのお客さんもやってきま

す…。小さな庭を舞台に、季節ととも

にうつろう自然を愛情をこめて描いた

絵本です。

偕成社

❅どい かや さん

『チリとチリリ』など

カラスの町「いずみがもり」に

ある、1軒の売れないパン屋さ

ん。家族みんなで、楽しい形の

パンをどっさり焼きました。パ

ンを買いにやってきたカラスの

子ども、おじいさん、おばあさ

ん、そしてなぜか消防自動車、

救急車、テレビのカメラマンま

でやってきて森は大騒ぎに…。

時計が９時を指して鳴ります。ボン、

ボン、ボン……。

こんな時間に起きてるのは誰だ？ふ

くろうにみみずく？ねずみ？どろぼ

う？

夜中はおばけの時間だから、夜中に

遊ぶ子はおばけになって、おばけの

世界へ飛んでいけ…。

ねこのピートは、新しい白いくつでお

でかけ。うれしくて「しろい くつ か

なりさいこう！」と歌いながら歩きま

す。いつの間にか、いちごの山に登っ

ていたピートのくつは真っ赤になって

しまいました。ピートは悲しんだかと

いうと…？

何があってもポジティブなピートに、たくさんの元気を

もらえる１冊です。ピートと一緒に歌いながらお話を楽

しめるので、子どもたちへの読み聞かせにもおすすめで

す！

『ねこのピート だいすきなしろいくつ』

エリック・リトウィン／作

ひさかたチャイルド

『ハーニャの庭で』

司書が選んだ一冊

『からすのパンやさん』
かこ さとし／作 偕成社

『ねないこ だれだ』
せな けいこ／作 福音館書店

ぶっくとーくぶっくとーく



※①A・B各コースは、隔週で運行します。(移動図書館カレンダーでご確認ください)

 　② (　)　は、小学校夏休み時の駐車地です。

曜日 予定時間 予定時間

10:10～10:30 牛神 ガーデンヴィラおぐす

10:40～11:00 東浜 東浜ゲートボール駐車場

11:10～11:30 中央 燦燦館中央

13:05～13:35 沖代A 沖代小学校

(沖代A) (沖代小学校)

13:40～14:00 上万田 上万田団地

14:10～14:30 黒水 黒水生活改善センター

14:40～15:00 永添A いずみの園

15:10～15:30 古城 古城公務員住宅

15:40～16:00 鶴居 鶴居コミュニティーセンター

16:10～16:30 沖代 沖代公民館

10:25～10:45 三保 三保交流センター

11:00～11:20 宮夫B 玄々堂

13:00～13:30 小楠Ａ 小楠小学校

(小楠S) (尚武館)

13:40～14:00 宮夫A 深町団地

14:10～14:30 是則 東中津駅

14:40～15:00 上如水 燦燦館東なかつ

15:10～15:30 如水 如水コミュニティーセンター

15:40～16:00 下池永 雇用促進住宅

16:10～16:30 小楠 小楠コミュニティーセンター

10:15～10:35 下万田 下万田団地

10:45～11:05 五領 五領住宅

11:15～11:35 高瀬 鶴居文化センター

13:10～13:40 三保Ａ 三保小学校

(三保Ａ) (三保小学校)

13:50～14:10 犬丸 犬丸集会所

14:20～14:40 野依 野依集会所

14:50～15:10 植野 植野公民館

15:20～15:40 今津 今津コミュニティーセンター

15:50～16:10 和田 和田公民館

10:10～10:30 大塚 八社神社

10:40～11:00 角木 第一共同調理場

11:10～11:30 小祝 グループホーム小祝

13:10～13:40 如水A 如水小学校

(是則S) (如水保育園)

13:50～14:10 如水B ややま園　如水

14:20～14:40 大悟法 県営大悟法団地

14:50～15:10 榊原 榊原集会所

15:20～15:40 大幡 大幡コミュニティーセンター

15:45～16:05 大幡B 清浄園

16:15～16:35 金手 慶応アカデミー

移動図書館車カレンダー
数字 Ａコース

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 数字 Ｂコース

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 数字 休み

19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

- ３ -

2月

15:45～16:05 大幡B 清浄園

16:15～16:35 金手 慶応アカデミー

14:50～15:10 榊原 榊原集会所

15:20～15:40 大幡 大幡コミュニティーセンター

13:50～14:10 大貞 ややま園　大貞

14:20～14:40 永添B 悠久の里

13:10～13:40 大幡Ａ 大幡小学校

(大幡S) (聖ヨゼフ寮)

金

10:10～10:30 大塚 八社神社

10:40～11:00 角木 第一共同調理場

11:10～11:30 小祝 グループホーム小祝

15:20～15:40 今津 今津コミュニティーセンター

15:50～16:10 和田 和田公民館

14:20～14:40 今津C 今津区集会所

14:50～15:10 今津B 今津神事場

(今津A) (今津小学校)

13:50～14:10 鍋島 鍋島拠点施設

11:15～11:35 高瀬 鶴居文化センター

13:10～13:40 今津A 今津小学校

16:10～16:30 小楠 小楠コミュニティーセンター

木

10:15～10:35 下万田 下万田団地

10:45～11:05 五領 五領住宅

15:10～15:30 如水 如水コミュニティーセンター

15:40～16:00 下池永 雇用促進住宅

14:10～14:30 犬丸A なのみ台団地

14:40～15:00 北原 北原地区生活改善センター

(和田Ａ) (和田小学校)

13:40～14:00 諸田 諸田憩の家
水

10:25～10:45 三保 三保交流センター

11:00～11:20 一ツ松 東九州短大付属幼稚園

13:00～13:30 和田Ａ 和田小学校

15:40～16:00 鶴居 鶴居コミュニティーセンター

16:10～16:30 沖代 沖代公民館

14:40～15:00 永添A いずみの園

15:10～15:30 古城 古城公務員住宅

13:40～14:00 上万田 上万田団地

14:10～14:30 黒水 黒水生活改善センター

中央 燦燦館中央

12:50～13:20 鶴居Ａ 鶴居小学校

(鶴居Ａ) (鶴居小学校)

月

ガーデンヴィラおぐす10:10～10:30 牛神

　駐車地　Ａコース 駐車地　Ｂコース

10:40～11:00 東浜 東浜ゲートボール駐車場

11:10～11:30

【代表】小幡記念図書館

〒871-0056 中津市1366番地1（片端町）

℡：0979-22-0679/Fax：0979-24-3516

◇メールアドレス：tosyokan@city.nakatsu.lg.jp

◇ホームページ： https://libwebsv.city-nakatsu.jp/



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

2 3 4 5 6 7 8

＊開館時間

小幡記念図書館　…　９：００～１９：００

分館（三光・本耶馬渓・耶馬溪・山国）

　　　…１０：００～１８：００



新着本　（毎週 約２００冊。木曜日or金曜日に配本します。）
著　者（出版社） 分類番号 分類番号

心屋 仁之助　著 159 K 160

中村 修身 219.1 K 386

K 431

K 596

主婦の友社　編 599.4 K 913

渡辺 千穂　作 836 K 913

高殿 円　著 913.6 K 913

植松 三十里　著 913.6 KＥ

吉沢 久子　著 914.6 KＥ

　　「アルプスの少女ハイジ　アルムの山」「アルプスの少女ハイジ　ハイジとクララ」「あの日、僕らは戦場で」

　　「キティとミミィのあたらしいかさ／ユニコ　黒い雲と白い羽」「猫侍　南の島へ行く」の５点です。

　　３月下旬からの貸出予定です。

順位 分類番号 予約数 冊数

1  コンビニ人間 913.6 40 6

2  蜜蜂と遠雷 913.6 33 5

3  九十歳。何がめでたい 914.6 21 4

 恋のゴンドラ 913.6 6

 あの日 916 1

 天才 913.6 4

 三鬼　三島屋変調百物語四之続 913.6 5

　源氏物語を読む会（※会場は研修室or視聴覚室） 　図書館上映会

　日時：3月2日(木）　13：30～15：30 　　日時：第１･第３･第４土曜日 　 14: 00 ～ （通常）

　内容：原文を声に出して読み、平安時代の社会、 　3月　子ども向け

　風習の解説を加えて千年の時を経ても人間の思いの 　　4日…「日本の昔ばなし９　天狗の隠れみのほか」　

　変わらないことを登場人物を通して知る。    25日…「あらいぐまラスカル」

　古文書を読む市民講座 　　　　 　一般向け

   18日…「紅白が生まれた日」

　本と映像に親しむ会

　※3/11は版画教室のため、上映会はお休みです。

 おはなし会　―親子で楽しい一時を！ 　赤ちゃんおはなし会

　日時：毎週月曜日 　 11: 00 ～ 11: 30 （30分程度） 　☆日時：毎月第３水曜日　11時～11時30分

　　　　　3月　…6日、13日、27日 　　　　　　　3月　…15日

　内容：就学前のこどもに、絵本や紙芝居の読み 　☆対象：０歳児

　聞かせ、手遊びなど 　☆内容：赤ちゃん向け絵本の読み聞かせや紹介、

※祝日開館の月曜日は、おはなし会はお休みです。 　わらべ歌あそびなど、赤ちゃんのためのお話会です。
　　　　　　

藤澤 ともち　作

恩田 陸

（2017年2月23日現在）

‐　１　‐

村田 沙耶香

佐藤 愛子

東野 圭吾

宮部 みゆき

4

3月はお休みです。

3月はお休みです。

石原 慎太郎
6 14

書　　　　　　名 著　　者

小保方 晴子
15

 人生のぜいたく　  うちってやっぱりなんかへん? 　トーリル・コーヴェ　作

 雪つもりし朝　  どんまい!こめごろう よしなが こうたく　作

 べっぴんさん　Part2　  怪談5分間の恐怖 集合写真 中村 まさみ　著

 主君　井伊の赤鬼・直政伝  12歳。　8　 まいた 菜穂　原作

 伝統行事　 神崎 宣武　監修

 フェルトで作るディズニー  ぜんぶわかる118元素図鑑 子供の科学編集部　編

 寝かしつけまとめ。  とうちゃんとユーレイババちゃん

594佐々木 公子　著
大瀬 由生子　著つるし飾り&リース  10歳からのお料理教室　

（2017年2月23日現在）

　書　　　名　　　（一般） 　　書　　　名　　　（児童） 著　者（出版社）

 もう、がまんしない。  宗教ってなんだろう?　 島薗 進　著

北九州・京築・田川の城



　　　

～美術館企画展のお知らせ!～

会期・会場：平成29年3月10日(金)～4月17日(月)　木村記念美術館
展示解説：平成29年3月18日(土)、4月9日(日)　14時～

～お知らせ～　「アートスペース中津」3月の展示
3月2日(木)～6日(月)　北部幼稚園「わたしのぼくのひなまつり展」
3月8日(水)～20日(月)　田中長光小品展「ペン画展」
3月22日(水)～4月3日(月)　木本千晴作品展

- ２ -

　春が近づく３月、木村記念美術館では、企画展「吉田達麿と吉松眞司～響きあう感性、描
き続けた生涯～」を開催します。吉田達麿(豊前市出身)と吉松眞司(中津市出身)は、戦前戦後
～平成に活躍した画家です。専業画家と美術教師という違う道を歩んだ二人ですが、深い親
交があり、影響を与え合い、生涯創作活動を続けました。本展ではその生涯を二人の作品と
共にご紹介します!詳細情報は下記をご覧ください。

♦今月は  かわいいし、かっこいい！！『どうぶつ』の絵本 をご紹介します♦

♦今月のお薦め♦ 　 ♦今月の絵本作家さん♦

白いクマと、黒いクマ。真っ白の

鳥と、真っ黒の鳥。陸にも空にも

海にも、獣も昆虫も…。色が変わ

るものや、いろいろな模様の動物

もいるよ。動物っておもしろい！

生き物の不思議や魅力を楽しく描

いた絵本です。

はるちゃんとこぶたちゃんが、なき

ごえバスを作りました。なきごえバ

スに乗りたい動物は、ないて教えま

す。にゃあ～。おや、だれの声？

「ぼくものせて」とやって来たのは、

ねこさん。たくさんの動物を乗せて

走るバスに、最後に乗ってきたの

は？優しい色彩の赤ちゃん絵本です。

ふくろうのポーのおうちはレストラン。

でもポーは小さいのでお料理をさせて

もらえません。ある日、木から落ちて

しまったポーは、お料理の下手なモグ

ラの代わりに、おいものレストランで

お料理をすることに…！？大人気シ

リーズの５冊目です！

みおくんは学校の帰り道、おしりが

ムズムズしてきました。心当たりの

あるトイレを周りますが、どこも借

りられません。みおくんはどうなる

の？みおくんの頑張りとお母さんの

優しさに心が温かくなります。低学

年の子に読んであげたい絵本です。

絵本を読んでいくうちに、トイレを探す、ハラハラ！ドキ

ドキ！緊張感が、リアルに伝わってきます。この絵本を

きっかけに、トイレの話、失敗してしまったときの話など、

お子さんとお話してみてはいかがでしょうか。

『がまんだ がまんだ うんちっち』

梅田 俊作・佳子・海緒／作 岩崎書店
『ぎょうれつのできるレストラン』

司書が選んだ一冊

『しろもくろも、みんなおいで』
あべ弘士／作 童心社

『なきごえバス』
えがしら みちこ／作 白泉社

教育画劇

🐈 西村 敏雄 さん
♦作品♦

『バルバルさん』

『もりのおふろ』など

🐈 ふくざわ ゆみこ さん
『ミミちゃんのぬいぐるみ』など



※①A・B各コースは、隔週で運行します。(移動図書館カレンダーでご確認ください)

 　② (　)　は、小学校夏休み時の駐車地です。

曜日 予定時間 予定時間

10:10～10:30 牛神 ガーデンヴィラおぐす

10:40～11:00 東浜 東浜ゲートボール駐車場

11:10～11:30 中央 燦燦館中央

13:05～13:35 沖代A 沖代小学校

(沖代A) (沖代小学校)

13:40～14:00 上万田 上万田団地

14:10～14:30 黒水 黒水生活改善センター

14:40～15:00 永添A いずみの園

15:10～15:30 古城 古城公務員住宅

15:40～16:00 鶴居 鶴居コミュニティーセンター

16:10～16:30 沖代 沖代公民館

10:25～10:45 三保 三保交流センター

11:00～11:20 宮夫B 玄々堂

13:00～13:30 小楠Ａ 小楠小学校

(小楠S) (尚武館)

13:40～14:00 宮夫A 深町団地

14:10～14:30 是則 東中津駅

14:40～15:00 上如水 燦燦館東なかつ

15:10～15:30 如水 如水コミュニティーセンター

15:40～16:00 下池永 雇用促進住宅

16:10～16:30 小楠 小楠コミュニティーセンター

10:15～10:35 下万田 下万田団地

10:45～11:05 五領 五領住宅

11:15～11:35 高瀬 鶴居文化センター

13:10～13:40 三保Ａ 三保小学校

(三保Ａ) (三保小学校)

13:50～14:10 犬丸 犬丸集会所

14:20～14:40 野依 野依集会所

14:50～15:10 植野 植野公民館

15:20～15:40 今津 今津コミュニティーセンター

15:50～16:10 和田 和田公民館

10:10～10:30 大塚 八社神社

10:40～11:00 角木 第一共同調理場

11:10～11:30 小祝 グループホーム小祝

13:10～13:40 如水A 如水小学校

(是則S) (如水保育園)

13:50～14:10 如水B ややま園　如水

14:20～14:40 大悟法 県営大悟法団地

14:50～15:10 榊原 榊原集会所

15:20～15:40 大幡 大幡コミュニティーセンター

15:45～16:05 大幡B 清浄園

16:15～16:35 金手 慶応アカデミー

移動図書館車カレンダー
数字 Ａコース

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 数字 Ｂコース

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 数字 休み

19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

- ３ -

月

ガーデンヴィラおぐす10:10～10:30 牛神

　駐車地　Ａコース 駐車地　Ｂコース

10:40～11:00 東浜 東浜ゲートボール駐車場

11:10～11:30 中央 燦燦館中央

12:50～13:20 鶴居Ａ 鶴居小学校

(鶴居Ａ) (鶴居小学校)

13:40～14:00 上万田 上万田団地

14:10～14:30 黒水 黒水生活改善センター

14:40～15:00 永添A いずみの園

15:10～15:30 古城 古城公務員住宅

15:40～16:00 鶴居 鶴居コミュニティーセンター

16:10～16:30 沖代 沖代公民館

水

10:25～10:45 三保 三保交流センター

11:00～11:20 一ツ松 東九州短大付属幼稚園

13:00～13:30 和田Ａ 和田小学校

(和田Ａ) (和田小学校)

13:40～14:00 諸田 諸田憩の家

14:10～14:30 犬丸A なのみ台団地

14:40～15:00 北原 北原地区生活改善センター

15:10～15:30 如水 如水コミュニティーセンター

15:40～16:00 下池永 雇用促進住宅

16:10～16:30 小楠 小楠コミュニティーセンター

木

10:15～10:35 下万田 下万田団地

10:45～11:05 五領 五領住宅

11:15～11:35 高瀬 鶴居文化センター

13:10～13:40 今津A 今津小学校

(今津A) (今津小学校)

13:50～14:10 鍋島 鍋島拠点施設

14:20～14:40 今津C 今津区集会所

14:50～15:10 今津B 今津神事場

15:20～15:40 今津 今津コミュニティーセンター

15:50～16:10 和田 和田公民館

金

10:10～10:30 大塚 八社神社

10:40～11:00 角木 第一共同調理場

11:10～11:30 小祝 グループホーム小祝

13:10～13:40 大幡Ａ 大幡小学校

(大幡S) (聖ヨゼフ寮)

13:50～14:10 大貞 ややま園　大貞

14:20～14:40 永添B 悠久の里

14:50～15:10 榊原 榊原集会所

15:20～15:40 大幡 大幡コミュニティーセンター

15:45～16:05 大幡B 清浄園

16:15～16:35 金手 慶応アカデミー

3月 【代表】小幡記念図書館

〒871-0056 中津市1366番地1（片端町）

℡：0979-22-0679/Fax：0979-24-3516

◇メールアドレス：tosyokan@city.nakatsu.lg.jp

◇ホームページ： https://libwebsv.city-nakatsu.jp/


