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＊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



　三光・本耶馬渓地区の移動図書館車が新しい車体に

なりました。

　平成29年3月27日より三光・本耶馬渓地区を巡回

しています。 今までよりも一回り大きく、約2000冊

の本を積むことができます。 

　新しい移動図書館車のイラストは三光・本耶馬渓

地区の各小学校へ募集し、3名のイラストを採用し

ました。元気なイラストがすてきな新しい移動図書

館車を、みなさん、どうぞご利用ください！

　　背面

　平成29年4月1日より、三光・本耶馬渓地域の移動図書館車　運行表が一部変更になります。
時間が変更になる駐車地もございますので、ご利用の方は移動図書館車の担当にお尋ねください。
どうぞご利用ください。

　また、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。

　三光図書館（三光公民館内）　　　　電話：0979-43-2032

　本耶馬渓図書館（本耶馬渓公民館内）電話：0979-52-3033
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側面２側面１

〔連絡先〕



【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 ☆本のお楽しみ♪福袋 ☆春のおたのしみおはなし会

☆雑　誌　無料配布 日時　４月２３日（日）～ 　日時　５月８日（月）

日時　４月２３日（日） 　　　　５月１２日（金） 　　　　　１１：００～（４５分程度）

　　　　９：００～ 場所　小幡記念図書館内 　場所　小幡記念図書館　研修室

場所　小幡記念図書館内 内容　図書館司書が選んだ 　内容　いつもより時間を延長して

【配布資料】 　　　　様々な内容の児童書を 　　　　　わらべ歌やペープサート

　児童書、絵本、雑誌 　　　　福袋にしています。 　　　　　など、楽しいおはなし会

　 　　　　中身は、読んでの 　　　　　を開催します！

　　　　お楽しみです！

　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、

「読書でビンゴ」を開催いたします。

　４月２日（日）よりエントリー用紙を
配布します。ビンゴのマスに書かれている
ことに関係のある本を読んでタイトルを

書き込んでください。４月２３日（日）から、

本一冊につき、スタンプを一つ押印します。

ビンゴがになった数によって、読書週間

グッズを進呈いたします。

ぜひご参加ください！

（用紙配布期間）平成29年4月2日（日）～5月12日（金）

（実施期間）平成29年4月23日（日）～5月29日（月）
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　　　　　　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



　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。

　みなさんの身近にある本は、どれも本棚におさまる大きさですよね。でも、

本の中には広い広い世界がひろがっています！

　ページをめくれば世界中を旅したり、時間をさかのぼったり、未来に行ったり、

ヒーローや魔法使いになったり、自由自在に楽しめる本の世界。

　様々な世界が体験でき、心豊かになれる本をご紹介します。

分類

分類

分類

分類

分類
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タイトル
（著者/出版社）

『オズの魔法使い』（L・F・ボーム　著／復刊ドットコム）
K933

（外国の小説）

　　竜巻によって故郷から不思議なオズの国に飛ばされた少女ドロシーが、個性豊かな　仲間たちと
　困難を乗り越えていく冒険が描かれています。主人公が最後まで普通の少女であり、勇者や賢人が
　登場しないことや、登場人物が自分の夢を自らの行動でかなえていくところが印象的です。

　●作品紹介●

『わたしは樹だ』（松田素子　文／アノニマ・スタジオ）

『中をそうぞうしてみよ』（佐藤雅彦　作／福音館書店）

『じつはよるのほんだなは』（澤野秋文　作／講談社）

タイトル
（著者/出版社）

『願いのかなうまがり角』（岡田淳　著／偕成社）
K913

（日本の小説）

タイトル
（著者/出版社）

KE（絵本）

　●作品紹介●

　　夜の本棚がどうなっているか知っていますか？
　　実は、いろいろなお話の登場人物たちが自分の本の中からとびだして大さわぎ
　しているのです。みんな、自分の本の中にちゃんと戻れるのでしょうか…？
　　えさがし絵本にもなっていて、すみずみまで目をこらして楽しめる絵本です。

タイトル
（著者/出版社）

　　普段使っているものの中はどうなっているんでしょう？
　ページを開くたびに、こんな風になっていたんだ！と驚かされました。自分の想像力を働かせて読んで
　みてください。

　　わたしは樹だ。もう、何百年も何千年も、ここに立っている―。
　　まるで、目の前にそびえる一本の樹と会話しているような、その圧倒的な生命の力を
　「肌で」感じる　体験をしたようで、心が洗われました。

タイトル
（著者/出版社）

　●作品紹介●

　　　おじいちゃんのお話しは、日常では起こらないような不思議なでき事ばかりです。孫の「ぼく」との
　会話の中で、お話がどんどんスケールの大きなものになっていくところが見どころです。

　●作品紹介●

　●作品紹介●

KE（絵本）

KE（絵本）



分類

分類

分類

分類

分類

分類

分類

　●作品紹介●

タイトル
（著者/出版社）

『時計つくりのジョニー』（武井武雄　原案／童心社） KE（絵本）

　●作品紹介●

　　ある日ジョニーは「大時計をつくろう！」と思い付きます。でも、お父さん、お母さん、学校
　の先生や友だちも「つくれっこないでしょ！」と相手にしてくれません。
　　小さな男の子が夢を叶えるために頑張る姿がとても愛らしいです。無理だと思っても
　見守る余裕が大事だと思いました。

　　いたずらっこのマックス。ほうりこまれた寝室ににょきにょきと木がはえてきて、かいじゅうたちの王さま
　になるけれど…。
　　一見怖く見えるかいじゅうたちの踊りはユーモラスで、ワクワクします。美しい絵がお話の世界観をより
　壮大にし、引きこまれます。

『かいじゅうたちのいるところ』（モーリス・センダック　作／冨山房）

　　あらしのよるに、くらやみの小屋の中で知りあったメイとガブ。お互いにヤギとも
　オオカミとも知らず…。また会う約束の合言葉は「あらしのよるに」。
　　１巻から７巻まで出版されているシリーズです。読めば読むほどハラハラ、ドキドキが
　とまりません。どんどんと２匹の優しさが心にしみてきます。

『コンビニたそがれ堂』（村山早紀　作／ポプラ社）

KE（絵本）

『コンビニたそがれ堂』（村山早紀　作／ポプラ社）

　●作品紹介●

タイトル
（著者/出版社）

　　いたずらっこのマックス。ほうりこまれた寝室ににょきにょきと木がはえてきて、かいじゅうたちの王さま
　になるけれど…。
　　一見怖く見えるかいじゅうたちの踊りはユーモラスで、ワクワクします。美しい絵がお話の世界観をより
　壮大にし、引きこまれます。

タイトル
（著者/出版社）

　1964年の初版から読み継がれてきた「せいめいのれきし」。
　最新の学説を反映した改訂版が2015年に刊行されています。地球が生まれるもっと前、
太陽誕生のモノローグから始まり、５幕に渡る壮大な舞台を観ることができます。最後に
あなたに手渡されるのは、生命のリレーのバトン。
　重みを感じると共に、自分が今ここにいる奇跡を確認できる物語です。

913.6
（日本の小説）

タイトル
（著者/出版社）

『せいめいのれきし　改訂版』（バージニア・L・バートン　文・絵／岩波書店）

　●作品紹介●

『いつか伝えられるなら』（鉄拳　画／SBクリエイティブ）
タイトル

（著者/出版社）

　　大事な探し物が必ず見つかるという不思議なコンビニ「たそがれ堂」。銀色の髪に金色の瞳の店員の
　お兄さんが優しくむかえてくれます。
　コンビニに立ち寄ったお客様が大切なものを見付けるまでのお話が一章ずつまとめられています。
　ほのぼのとしたり切なかったり、ジーンと胸が熱くなります。

タイトル
（著者/出版社）

『あらしのよるに』（木村裕一　作／講談社） KE（絵本）

　●作品紹介●

726.5
（美術）

　バスチアンは古本屋で手に入れた「はてしない物語」を読むために学校の屋根裏の物置
に忍び込みます。ところが、いつのまにか物語の中のファンタージエン国を救うために、本
の世界へ入りこんでしまったバスチアンは、ファンタージエン国を救うことができるのか！？
　ページ数が多いと思うかもしれませんが、読みはじめるとページをめくる手が止まりませ
ん。

- ４ -

K943
（外国の小

　●作品紹介●

　　亡くなった大切な方へ向けて、生前伝えられなかった想いを手紙として書かれたストーリー。
　　パラパラマンガで有名な鉄拳が絵を書き、１冊の本になっています。親への感謝、伝えられなかった
　「ありがとう」の言葉。子どもの頃、あたりまえのように過ごす家族との時間、なんでもない日常が、
　かけがえのない時間であることを気づき、感じて欲しい一冊です。

　●作品紹介●

KE（絵本）

タイトル
（著者/出版社）

タイトル
（著者/出版社）

『はてしない物語』（ミヒャエル・エンデ　作／岩波書店）



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

昭文社 291.9 K 031

舟生 岳夫　著 368.6 K 210

後藤 恭子　著 498.5 K 402

得する人損する人　編 596 K 913

みやぎシルバーネット　編 911.4 K 913

赤川 次郎　著 913.6 KE

恩田 陸　著 913.6 KE

　　「おおかみこどもの雨と雪」「ズートピア」「ベスト・キッド」「杉原千畝」「きみはいい子」

　「立川談志」の６点です。４月下旬からの貸出予定です。

順位 分類番号 予約数 冊数

1  蜜蜂と遠雷 913.6 35 5

2  コンビニ人間 913.6 34 6

3  騎士団長殺し　第1部　 913.6 33 6

4  騎士団長殺し　第2部 914.6 35 6

5  九十歳。何がめでたい 914.6 28 4

　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：4月6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、 　4月　一般向け

　風習の解説を加えて千年の時を経ても人間の思いの 　　22日…「猫侍　南の島へ行く」　

　変わらないことを登場人物を通して知る。 　　　　 児童向け

　本と映像に親しむ会    29日…「アルプスの少女ハイジ　アルムの山」　

　日時：4月6日(木）　19：00～21：30

　内容：『チェルノブイリの祈り』

 　　　　（スベトラーナ・アレクシエービッチ[著]/岩波書店）　　※4/8は版画教室、4/15は美術鑑賞講座のため、

 　　　　『熊取六人組原発事故を斬る』 　上映会はお休みです。

　　　　 （今中哲二　著/岩波書店）

 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　…3日、10日、17日、24日 　　　　　　　4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、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。
　　　　　　

（2017年3月29日現在）

　書　　　名　　　（一般） 　　書　　　名　　　（児童） 著　者（出版社）

 家族でおでかけ九州　'17-'18  あたまがよくなる!図鑑 篠原 菊紀　監修

 子どもの防犯マニュアル  戦後のサバイバル もとじろう　マンガ

 ひとめでわかる100kcalダイエット  ドラえもん科学ワールド南極の不思議 藤子・F・不二雄　マンガ

 得するごはん  おしりたんてい かいとうVSたんてい トロル　作・絵

 シルバー川柳　一笑青春編  こうえんのおばけずかん　 斉藤 洋　作

 幽霊協奏曲　  いそいでおでかけ　 五味 太郎　作

 錆びた太陽  だれかな?だれかな?　 とよた かずひこ　著

（2017年3月29日現在）

書　　　　　　名 著　　者

恩田 陸

‐　５　‐

村田 沙耶香

村上 春樹

佐藤 愛子

佐藤 愛子



　～お知らせ～　「アートスペース中津」4月の展示

　4月5日(水)～10日(月)　生涯学習大学活動紹介展

　4月12日(水)～24日(月)　松川和博木版画展

　　　

‐　６　‐

～企画展、お見逃しなく!!～

　新年度、春らしくなりましたね!さて、木村記念美術館では、3月から引続き、
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～」を開催中で
す。4月17日が最終日となっていますので、お見逃しなく!また、今月15日(土)に
は新年度一回目の美術鑑賞講座「美術のすすめ」を開催します。今回のテーマは
「仏教絵画」。博物館や美術館でよく見かける仏教に関する絵画の鑑賞のポイン
ト等をご紹介します。参加無料ですので、お気軽にご参加ください。
　今年度も美術に関する情報を沢山お届けいたしますので、
どうぞよろしくお願いします!!

　　　♦今月のテーマ♦　いっしょにいると楽しいね♪『なかよし！』な絵本

♦今月のお薦め♦  　　♦今月の絵本作家さん♦

電車とバスに乗って、はるちゃん

のおうちにお泊まりにやってきた

うさぎくん。知らないおうちでお

泊まりするのは初めてで、心細く

て、不安でいっぱいです。はる

ちゃんは、色々とお世話をするの

ですが…。２人の交流を描く、心

あたたまる物語です。

とっちゃんの家はお総菜屋さん。パ

パもママも、忙しそうに働いていま

す。とっちゃんが「あそんで」と

言っても、「あとで」ばかりで…。

でもママとパパは、本当はとっちゃ

んと早く遊びたいと思っているので

す。とっちゃんの健気な姿や、家族

のつながりを丁寧に描いた一冊です。

ひとりっ子だったペーテルは妹ができ

て大喜びです。赤ちゃんはちいさくて、

とっても可愛いのです。でも、しばら

くすると…お父さんもお母さんも赤

ちゃんにかかりきり。ぼくのこと、も

う好きじゃないのかな…。妹や弟がで

きたときの嬉しさや不安を温かく描い

た、愛情あふれる絵本です。

ちいさなりすのエメラルドは、まだ

眠たくないけれど、お布団に入りま

した。いつも本を読んでくれるうさ

ぎのガーネットは出かけてしまいま

した。エメラルドは、誰かに本を読

んでもらおうとしますが…。見返し

に、このお話の中に出てくる本の全

文があります。

おやすみ前の絵本の読み聞かせが夜の習慣になっている

りすのエメラルド。ちいさいけれど、ちょっとお姉さん

ぶりたい様子がとても可愛らしいです。エメラルドのく

るくる変わる表情にも注目ですが、小物などの細かな描

写が秀逸で、何度も見返したくなる絵本です。

『ちいさなりすの エメラルド』

そのだ えり／作 文溪堂

『ぼくも おにいちゃんになりたいな』

司書が選んだ一冊

『うさぎくんとはるちゃん』
おかだ ちあき／作 岩崎書店

『あとでって、いつ？』
宮野 聡子／作 ＰＨＰ研究所

徳間書店

🌸 かこ さとし さん
♦作品♦

『だるまちゃんとてんぐちゃん』

『からすのパンやさん』など

🌸 アストリッド・リンドグレーンさん
『長くつ下のピッピ』『やかまし村の子どもたち』



※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 - ７ -

4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

＊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

桜井 識子　著 147 K 498

新木 安利　著 289.1 K 538

大分県先哲史料館 453 K 798

枻出版社 596.4 K 913

朝日新聞出版 694.6 K 913

西村 京太郎　著 913.6 K 913

近藤 史恵　著 913.6 K 933

畠中 恵　著 913.6 KE

ケン・リュウ　著 933 KE

　　「キリシタン大名」「殿、利息でござる！」「NEW動物とABCはじめてのえいご」

　　「サマーウォーズ」の４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

1  蜜蜂と遠雷 913.6 43 5

2  九十歳。何がめでたい 914.6 37 4

3  騎士団長殺し　第1部　 913.6 30 6

4  コンビニ人間 913.6 27 6

5  騎士団長殺し　第2部 913.6 26 6

 図書館上映会

　日時：5月11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、 　5月　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 　　6日…「アルプスの少女ハイジ　ハイジとクララ」　

　変わらないことを登場人物を通して知る。    27日…「キティとミミィのあたらしいカサ　ほか」　

 本と映像に親しむ会 　　　　 一般・児童向け

   20日…「あの日、ぼくらは戦場で　―少年兵の告白―」

　※5/13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

　　　　　5月　…8日、15日、22日、29日 　　　　　　　5月　…17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。
　　　　　　

（2017年4月27日現在）

　書　　　名　　　（一般） 　　書　　　名　　　（児童） 著　者（出版社）

 もっと!神仏のご縁をもらうコツ  よくわかる病院 梶 葉子　著

 田中正造と松下竜一  月はぼくらの宇宙港 佐伯 和人　作

 南海トラフと大分  頭すっきり!なぞなぞゼミナール 高柳 優　作

 毎日役立つお弁当便利帖  かいけつゾロリぴあ ぴあ

 スマホで困ったときに開く本  明日のひこうき雲 八束 澄子　著

 ひとめぼれ  もりのとしょかん ふくざわ ゆみこ　作・絵

 母の記憶に エリック・カールのイソップものがたり イソップ　[原作]　

（2017年4月27日現在）

書　　　　　　名 著　　者

恩田 陸

佐藤 愛子

村上 春樹

村田 沙耶香

村上 春樹

‐　１　‐

５月はお休みです

 源氏物語を読む会（※会場は研修室or視聴覚室）

 現美新幹線殺人事件

 ときどき旅に出るカフェ

くすのき しげのり　作

A.F.ハロルド　作

 みてろよ!父ちゃん!!

 ぼくが消えないうちに



～春の展示はじまっています！～

　　～お知らせ～　「アートスペース中津」5月の展示

　　5月3日(水)～8日(月)　八面山美術展巡回

　　5月17日(水)～29日(月)　彫っちょる会木版画展

　　　

- ２ -

　緑輝く季節、暖かくなって過ごしやすくなりました！さて、木村記念美術館で
は、先月17日(月)に企画展「吉田達麿と吉松眞司～響きあう感性、描き続けた生
涯～」が終了しました。多くの方にご来館いただきありがとうございました!ま
た、4月22日(土)からは「春の常設展」が始まっています。春らしい作品を
多く展示していますので、この機会に足をお運びください!その他にも今月は、
4月1日に八面山で行われた、八面山スケッチ大会で制作された作品をアート
スペース中津で展示します。力作の数々、是非足をとめてじっくり観てみて
くださいね!!

　　　♦今月のテーマ♦　神秘と発見の宝庫✨ 『宇宙・夜・空』の絵本

　　　　 ♦今月のお薦め♦ 　 　　♦今月の絵本作家さん♦

１９６９年に初めて月に着陸した

アポロ１１号の軌跡を描いていま

す。難しい工程も、詩的で味わい

深い文章と、迫力ある絵で一気に

読ませてくれます。はるか頭上に

浮かぶ地球の絵がとても神秘的。

読む人を月旅行へと連れて行って

くれる絵本です。

朝の４時、ぱっちり目が覚めた元気

な男の子エドワードは、エンジン全

開！眠っているママのまぶたを無理

矢理開けて起こした後は、「なんで、

ねてるの？」「なんで、まだよるな

の？」。無邪気に繰り返すエドワー

ドと、質問に応えるママの掛け合い

に思わず笑みがこぼれます。

ぼくは小学3年生。ぼくとねえちゃん

とおかあちゃんの3人暮らし。おかあ

ちゃんは、ぼくの欲しいものを何でも

ミシンで作ってしまう。でも、作って

くれるものはちょっとかっこわるい。

ある日、ぼくが父親参観のお知らせを

もらってくると…。あったかくて、切

なくて、でも笑える家族の物語。

2匹連れのカメが、ぼうしを見つけま

した。でも、ぼうしは１つだけ。2人

ともぼうしをかぶることが出来るで

しょうか？人気絵本「どこいったん」

「ちがうねん」に続く、ジョン・ク

ラッセンのぼうしシリーズ、ついに完

結です。絵本作家・長谷川義史が翻訳

した大阪弁が楽しい絵本です。

2匹のカメが見つけた素敵な帽子をかぶるの

は、一体どちらになるのでしょうか！？やわ

らかい色使いで描かれた、ほっこりとする友

情のお話です。

『みつけてん』

ジョン・クラッセン／作 クレヨンハウス
『おかあちゃんがつくったる』

『月へ アポロ１１号のはるかなる旅』
ブライアン・フロッカ／作 偕成社

『ねえ、おきてる？』
ソフィー・ブラックオール／作 光村教育図書

講談社

★新美 南吉 さん
♦作品♦

『手ぶくろを買いに』『ごんぎつね』

『でんでんむしのかなしみ』など

★長谷川 義史さん
『おへそのあな』『ぼくがラーメンたべてるとき』

5



※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 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

- ３ -

　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

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 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

高橋 恵美子　著 017 K 289

山下 晋司　著 288.4 K 330

伴田 良輔　写真・文 645.6 K 4786

日本遺産プロジェクト　編 709 K 913

有川 浩　著 913.6 K 953

岩井 三四二　著 913.6 KE

ダニエル・ルヴィーン　著 933 KE

　　「アラジン　新たなる冒険」「桂枝雀　落語傑作選　2」「こどものためのおしごと図鑑　3」

　　「パディントン」の4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  蜜蜂と遠雷 913.6 45 5

 九十歳。何がめでたい 914.6 5

 劇場 913.6 5

4  コンビニ人間 913.6 22 6

5  騎士団長殺し　第1部 914.6 19 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：6月1日(木）　13：30～15：30 　日時：6月22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。 　本と映像に親しむ会

 図書館上映会 　日時：6月8日(木）　19：00～21：30

　日時：第１･第３･第４土曜日 　 14: 00 ～ （通常） 　内容：『加害者家族』（鈴木伸元　著/幻冬舎）

　6月　児童向け 　　　　　『絶望の牢獄から無実を叫ぶ』

　　3日…「こどものためのおしごと図鑑　3」　 　　　　　（片岡 健　編/鹿砦社）

　　　　一般向け 　　　　　『葬り去られた真実』（宮村浩高　著/青心社）

   24日…「アラジン　新たなる冒険」　 　　　　　『黒い巨塔』（瀬木比呂志　著/講談社）

 6/10は版画教室、6/17は美術鑑賞講座のため 　　　　　『たたかい続けるということ』

 図書館上映会はお休みです。 　　　　　（阪口由美　著/西日本新聞社）

 おはなし会 　　　　　『「家栽の人」から君への遺言』

　日時：毎週月曜日 　 11: 00 ～ 11: 30 （30分程度） 　　　　　（毛利甚八　著/講談社）

　　　　　6月　…5日、12日、19日、26日  赤ちゃんおはなし会

　内容：就学前のこどもに、絵本や紙芝居の読み 　☆日時：毎月第３水曜日　11時～11時30分

　聞かせ、手遊びなど、親子で楽しい一時を！ 　　　　　　　6月　…21日　　

 ※祝日開館の月曜日は、おはなし会はお休みです。 　☆対象：０歳児

　☆内容：赤ちゃん向け絵本の読み聞かせや紹介、

　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

恩田 陸

佐藤 愛子

又吉 直樹

村田 沙耶香

村上 春樹

‐　１　‐

2 42

（2017年5月31日現在）

書　　　　　　名 著　　者

 家康の遠き道  しろさんとちびねこ　 エリシャ・クーパー　作

 ハイド  アンパンマンとコネギくん　 やなせ たかし　原作

 日本遺産　  名探偵コナン から紅の恋歌(ラブレター) 青山 剛昌　原作

 ニャンニャンにゃんそろじー  美女と野獣 エリザベス・ルドニック　作

 いま知っておきたい天皇と皇室  お金ってなんだろう?　 長岡 慎介　著

 ネコ温泉  ジャングルのサバイバル　2 洪 在徹　文

（2017年5月25日現在）

　書　　　名　　　（一般） 　　書　　　名　　　（児童） 著　者（出版社）

 学校司書という仕事  ひらけ蘭学のとびら　 鳴海 風　著



　　　

～中津美術の今！～

- ２ - 

　　　　♦今月のテーマ♦ふかく考えるきっかけに… 『いのち・平和』の絵本

　　　　　　 ♦今月のお薦め♦ 　　 　♦今月の絵本作家さん♦

 暑い夏が目前の6月、今年も中津市美展の季節がやってきました!現在中津や近隣
地域で活動を行っている作家の作品が一堂に会する機会です是非足をお運びくだ
さい!!また、木村記念美術館では、6月3日(土)から「夏の常設展」が始まります。
7月23日(日)まで開催予定です。美術館にもお立ち寄りください!!

6月14日(水)～26日(月)　にじいろの世界(パステルアート)

6月1日(木)～12日(月)　「松下竜一写真展」

～お知らせ～　「アートスペース中津」6月の展示

　　会　　場：小幡記念図書館研修室　観覧無料

　　時　　間：午前10時～午後6時(最終日は午後5時まで)

　　開催期間：平成29年6月7日(水)～11日(日)(最終日午前は表彰式)

　　●中津市美展詳細情報

★あべ 弘士 さん
『かわうそ３きょうだい』

『ふたごのしろくま』

2012年、リオデジャネイロで開

催された国際会議で話題となった、

ウルグアイの大統領のスピーチ絵

本です。「世界でいちばん貧しい

大統領」として知られるムヒカ大

統領が語った、人間の幸せについ

てのお話をやさしい言葉で伝えま

す。

生きているということ いま生きてい

るということ…。谷川俊太郎の詩「生

きる」が初めて絵本になりました。小

学生のきょうだいと家族が過ごすある

夏の一日を描き、私たちが生きるいま

をとらえています。何気ない日常のな

かにこそ、生きていることのすべてが

ある。その事実を実感します。

ぼくたちは飛ぶ、新しい世界、約束の

地へ―‥。6月頃に北極で生まれたカ

オジロガンの若鳥は、9月には南の越

冬地に旅立たなければなりません。

3,000キロ以上の約1か月に及ぶ初め

ての渡りの旅。自然の厳しさと力強さ、

美しさが絵本を通して伝わってきます。

カッパの頭の中は、だいたいいつも

キュウリのことでいっぱいです。あ

る晩、もうキュウリがないことに気

が付いたカッパは、キュウリの自動

販売機へ行き、輪切りのキュウリを

買いました。キュウリを食べながら

帰っていると、なにやらすご～く気

になるものが見えて…。

ぱっと目をひく表紙とタイトル。ページをめくれば、独特

の味わいの絵とカッパのセリフに笑いのツボが刺激され、

予測のつかない展開に思わず吹き出してしまいます。奇想

天外なナンセンス絵本の中でも、とび抜けて大笑いできる

一冊です。

『カッパもやっぱりキュウリでしょ？』

シゲタ サヤカ／作 講談社
『新世界へ』

『世界でいちばん貧しい大統領のスピーチ』
くさば よしみ／編 汐文社

『生きる』
谷川 俊太郎／詩 福音館書店

偕成社

★松岡 達英 さん
♦作品♦

『山猫たんけん隊』『ぴょーん』

『あまがえる先生』シリーズなど

ぶっくとーく

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。

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
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　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

6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 8/1 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



日時　８月１日、８日、１５日、２２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、2回閲覧室、視聴覚室での
　　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（金）～８月２４日（木）、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）

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

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」
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　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！

　　

　　『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　ク

KE（絵本）

KE（絵本）

K９１３　オ

K９１３　モ

KE（絵本）

K９１３　イ

K９１３　ト

K９３３　フ

K４９４　ウ

円周率の謎を追う K２８９　セ

ホイッパーウィル川の伝説 K９３３　ア

月はぼくらの宇宙港 K５３８　モ

フラダン K９１３　フ

ストロベリーライフ ９１３．６　オ

犬が来る病院 ４９３．６　オ

☆本が貸出中の場合は予約サービスをご利用ください。

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。

KE（絵本）光村教育図書ナンシー・チャーニン

臼井　二美男

アン・ブース

戸森　しるこ

いとう　みく

森枝　卓士

講談社

- ２ -

学　　年 タイトル 作　　者 出版社

小学校
低学年
の部

ばあばは、だいじょうぶ 楠　章子 童心社

なにがあってもずっといっしょ くさの　たき

フレーベル館

金の星社

アランの歯はでっかいぞこわーいぞ ジャーヴィス BL出版

すばこ キム・ファン ほるぷ出版

ぼくたちのリアル

小学校
中学年
の部

くろねこのどん 岡野　かおる子 理論社

空にむかってともだち宣言 茂木　ちあき 国土社

干したから…

あかね書房

小学校
高学年
の部

文研出版

佐伯　和人

くもん出版

あすなろ書房

ポプラ社

キャシー・アッペルト

鳴海　風

新日本出版社

耳の聞こえないメジャーリーガー
ウィリアム・ホイ

大塚　敦子

荻原　浩

古内　一絵

チキン！

中学校の部

霧のなかの白い犬

転んでも、大丈夫：ぼくが義足を作る理由

KADOKAWA

高等学校
の部

毎日新聞出版

小峰書店
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待ちに待った夏休み！でも、連日の暑さで、寝不足や食欲不振…だったりしませんか？

そんな暑い夏にオススメする、夏の暑さを乗り越える！本の種類や利用できる本を

ご紹介します。

①夏の定番！ゾクゾクヒンヤリな、怪談・怖い本（心霊・心理学、民俗学、小説の分野）

　夏といえば、怪談。心霊の分野に加えて、民俗学の分野には妖怪や伝説の本がラインナップされています。

②目から涼しく…雪の結晶や水の生物の写真集（自然科学、生物学の分野）

　暑さに自然科学？と思われるかも知れませんが、自然科学の分野には雪や氷、海洋や水族館、

水の生き物など、目から涼しくなれる本がたくさんあります。

③体から涼しさを　―夏の衣服と涼しい食べ物（服飾、料理の分野）

　着心地のいい服や、涼しい食べ物で快適な夏を過ごしませんか。

④暑さに負けない健康法（医学・料理の分野）

　そして、一番大切なのが暑さを乗り切る体力を維持すること！スタミナ料理や快眠で夏バテを防止しましょう！

ここでご紹介した本は、ほんの一部で、図書館には様々な種類のお役立ち本が

まだまだたくさんあります！ぜひ、ご利用ください！

- ４ -

分類著者/出版社タイトル

147（心霊）木原 浩勝　著/KADOKAWA 九十九怪談　第1夜～第10夜　

 ときめく妖怪図鑑　 門賀 美央子　文/山と溪谷社 388.1（民俗学）

 福岡の怖い話　 濱 幸成　著/TOブックス 388.1（民俗学）

 残穢　 小野 不由美　著/新潮社 913.6（小説）

 盛り塩のある家　 福澤 徹三　著/メディアファクトリー 913.6（小説）

 世界の美しい魚　 松浦啓一 監修/パイインターナショナル 481.7（生物学）

 くらげさん　　

タイトル 著者/出版社 分類

 ひんやり氷の本　 前野紀一 監修/池田書店 451.6（自然科学）

 雪と氷の図鑑　 武田 康男　文・写真/草思社 451.6（自然科学）

 さかなクンの水族館ガイド　 さかなクン　著/ブックマン社 480.7（生物学）

ピエ・ブックス 483.3（生物学）

タイトル 著者/出版社 分類

 1日で作る夏の服　　東京： ブティック社 593.3（服飾）

 大人のゆかたスタイルブック 　秋月 洋子　著/講談社 593.8（服飾）

 そうめん　 満留 邦子　著/成美堂出版 596.3（料理）

 夏野菜があれば!おいしい旬レシピ　 主婦の友社 596.3（料理）

 冷たいデザートの本　 下迫 綾美　[著]　/枻出版社 596.6（料理）

タイトル 著者/出版社 分類

 ホントはコワイ夏バテ51の対策 福田 千晶　監修/日東書院本社 498.3（健康法）

 ぐっすり。　 鍛治 恵　著/新潮社 498.3（健康法）

 夏バテしない食べ方 川嶋 朗　解説/マガジンハウス 498.5（健康食）

 スタミナ飯　 食のスタジオ　著/成美堂出版 596（料理）

 夏の朝に効く夜に効くスープ・ジュース・サラダ　 浜内 千波　著/日本文芸社 596.3（料理）



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

日外アソシエーツ株式会社　編集 028.0 K 407

舛添 要一　著 318.2 K 727

「きょうの健康」番組制作班　編 498.3 K 787

主婦の友社 596.3 K 913

山口 謠司　著 811.2 K 913

洋泉社 910.2 K 913

東川 篤哉　著 913.6 K 933

井上 荒野　著 913.6 KE

今野 浩　著 916 KE

順位 分類番号 予約数 冊数

1  蜜蜂と遠雷 913.6 45 5

2  劇場 913.6 43 5

3  九十歳。何がめでたい 914.6 37 5

4  アキラとあきら 913.6 24 4

5  コンビニ人間 913.6 19 6

 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：7月6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、 　７月

　風習の解説を加えて千年の時を経ても人間の思いの 　　1日（児童）…「トムとジェリー　天国と地獄」　

　変わらないことを登場人物を通して知る。    15日（名作）…「キングコング」　

　古文書を読む市民講座    22日（一般）…「蝉しぐれ」

　日時：7月20日（木）　　18:00～19:30    29日（児童）…「３匹の子ぶた」

　※7/8は版画教室のため、上映会はお休みです。

　基礎講座を開催します。  ＊名作映画鑑賞会のおしらせ＊

 本と映像に親しむ会 　奇数月の第３土曜日14時より、大人向け名作映画

　を上映いたします。　7月15日の上映タイトルは

　「キング・コング」　（米国）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　…3日、10日、24日 　　　　　　　7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、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。
　　　　　　

（2017年6月22日現在）

　書　　　名　　　（一般） 　　書　　　名　　　（児童） 著　者（出版社）

 世界の名作絵本4000冊  小学生のかっこいい!!自由研究 成美堂出版編集部　編

 都知事失格　  みぢかなマーク　 ハマダ ルコラ　文・イラスト他

 病気にならない21の鉄則　  釣りにいこうよ!　 加藤 康一　著

 夏野菜があれば!おいしい旬レシピ  いつも100てん!?おばけえんぴつ むらい かよ　著

 音読力　  金田一耕助　 横溝 正史　著

 湊かなえ読本  給食室の日曜日　 村上 しいこ　作

 探偵さえいなければ  摩訶不思議探偵社　 ブライアン・キーニー　著

 あなたならどうする  よるのおと　 たむら しげる　著

 工学部ヒラノ教授のはじまりの場所  ぼくのイスなのに! ロス・コリンズ　作・絵

佐藤 愛子

池井戸 潤

村田 沙耶香

（2017年6月22日現在）

著　　者書　　　　　　名

‐　５　‐

恩田 陸

又吉 直樹

　内容：初心者の方にもわかりやすい古文書解読の

7月はお休みです
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～美術館企画展開催のお知らせ!!～

企画展①「私の一品～中津美術協会作家展～」

※詳細は図書館等で配布中のチラシをご覧ください。

展示解説：平成29年8月5日(土)、20日(日)　各日14時～(30分程度)

会期：平成29年7月28日(土)～8月28日(月)

7月12日(水)～30日(日)　中津祇園　各町法被と写真展示

～お知らせ～　「アートスペース中津」7月の展示

暑い夏、7月がやってきました。木村記念美術館では、平成29年度企画展第一弾
を開催します!「私の一品～中津美術協会作家展～」と題して、中津美術協会の作
家自らが選ぶ“私の一品”をご紹介!長年中津の美術を支え育む活動を続けてきた
美術協会の作家の作品とその歴史を通して、中津の美術の今昔をご覧ください。
また、期間中には関連イベントも開催します。こちらも是非ご参加ください。

　　　　　 ♦今月のおすすめ♦

　♦今月のテーマ♦リアルを絵本で味わおう！  『科学・写真』の絵本

　　　　♦今月の絵本作家さん♦

ぶっくとーく

私たちの体の中には、骨がありま

す。しかし、大昔に地球にあらわ

れた生き物は骨をもっていません

でした。「骨の旅」をたどりなお

していくことは、私たちと、たく

さんの生き物たちとのつながりを

見つけなおす旅でもあるのです…。

驚きと感動の科学絵本。

品物を売ったり買ったりするだけで

なく、人の生活があらわれ、また文

化が育っていく「市場」。色であふ

れるインドの花輪市場、ミャンマー

の湖の上の市場など、いろいろな国

の市場と人の様子を写真で紹介して

います。作者のユニークな視点が楽

しい絵本です。

ジャッキーは、アントンお兄ちゃん

にトマトの育て方を教えてもらいま

した。それからジャッキーは毎日、

一生懸命トマトのお世話をしました。

ところがある日、強い風が吹いてき

て…。とにかくジャッキーが健気で

可愛い！食育にもぴったりな、トマ

トが食べたくなる絵本です。

みんながわらえば、みんながしあわ

せ。ひよこ、ねこ、うさぎなど、い

ろんな動物たちの笑顔があらわれる

絵本です。赤ちゃんの顔を映すこと

ができるミラーページがあります。

作者のかくさんは中津市の出身で、

初めての絵本原作。よしおかアコさ

んの絵柄もとても可愛らしいです。

ページをめくるたびに、いろいろな動物たちのとびっき

りの笑顔…赤ちゃんの読みきかせにピッタリ！！読んで

るこちらも笑顔になる絵本です。みんなで“すまいる”

になりたいな☺

『すまいる』

かく まさみ／作 出版ワークス
『ジャッキーのトマトづくり』

『ながいながい骨の旅』
松田 素子／文 講談社

『人と出会う場所』
小松 義夫／写真・文 アリス館

ブロンズ新社

★酒井 駒子 さん
♦作品♦

『ぼく おかあさんのこと…』

『ロンパーちゃんとふうせん』など

★あいはら ひろゆき さん
『がんばれ！ルルロロ』シリーズなど

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 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

7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 9/1 2

＊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１日、８日、１５日、２２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、2回閲覧室、視聴覚室での
　　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

- １ -

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、図書館の履歴書と、

　　今年、日本遺産に認定されたやばけい遊覧について掲載します！
　　

中津市立小幡記念図書館

三光図書館・本耶馬渓図書館・耶馬溪図書館・山国図書館

・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年に新しいシステムを導入、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。

名称と設立の由来

歴　史

　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]（１８４
２年～１９０５年）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寄贈）が寄贈され、小幡記念図書館が設立されま
した。

- ２ -

名　称

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。



三光 本耶馬渓 耶馬溪 山国 全館

25,309 14,278 38,747 54,451 364,357

261 228 209 293 2,732

485 217 240 2,411 9,032

26,055 14,723 39,196 57,155 376,121

三光 本耶馬渓 耶馬溪 山国 全館

45,223 23,091 28,901 12,880 511,862

2,497 1,327 1,119 650 24,166

2,144 1111 720 1,309 20,067

49,864 25,529 30,740 14,839 556,095

児童 合計

24,120 127,014

三光 本耶馬渓 耶馬溪 山国 全館

3 2 3 2 29

（2） （2） （2） （2） （20）

三光地域 本耶馬渓地域 耶馬溪地域 山国地域

35 26 40 36

図書館の本の数・貸出冊数など

蔵
書
数

小幡

図　書 231,572

雑誌 1,741

視聴覚資料 5,679

合計 238,992

貸
出
数

小幡

図　書 401,767

雑誌 18,573

視聴覚資料 14,783

合計 435,123

利用人数
一般

登録者人数 41,556人
102,894

職員数
（カッコ内は司書数）

小幡

19

（12）

－３－

約2,500冊約2,500冊約3,000冊積載冊数

51サービスポイント数

移動図書館車

※蔵書数・貸出数・利用者人数・職員数は2017年3月末日のデータです。

毎週木曜日に約２５０冊～３００冊入荷します。新刊本

耶馬溪・山国地域三光・本耶馬渓地域旧中津地域



　耶馬溪は青の洞門や一目八景などの有名な景勝地はたくさんの方に知られています。
しかし、郷土の偉人が競秀峰の景観を守ったことや、中津出身の医師が玖珠郡長となり、深耶馬渓への

道を切り開いたことなどはあまり知られていません。
　夏休み特集②では、耶馬溪と人物のかかわりを中心に、歴史や文化をご紹介します！

福沢諭吉と競秀峰 　　　頼山陽と擲筆峰（てきひっぽう）
　中津の偉人・福沢諭吉は、競秀峰一帯の土地 　　　　　　頼山陽は江戸時代の儒学者、文人です。
を買い、美しい景観を開発から守りました。 　　　　　著名な文人の山陽が耶馬溪を訪れたとき、「あま
　当時、諭吉が土地を買い 　　　　　りの美しさに描くことができないほどの景色だ」と

上げた記録となる土地台帳 　　　　　渕に筆を投(擲)げたという話から、擲筆峰という
が、今も残っています。 　　　　　名前が付いたといわれて

　　　　　います。

　　　　　　頼山陽は耶馬溪の景色

　　　　　のすばらしさを「耶馬溪山

村上田長（むらかみでんちょう）と深耶馬渓　　　　　天下無し」と称えました。

　村上田長は今から約120年前の明治期の人物

です。中津の医者で、後に玖珠郡長になりました。　　　馬溪翁（ばけいおう）と平田集落

　田長は、人がやっと通れるような山道だった 　　　　　「馬溪翁」平田吉胤は大正時代に耶馬溪の発展

玖珠から耶馬溪までの道を整備し、秘境とされ 　　　　　に尽力した人物です。

ていた深耶馬渓を新たな観光地として世に 　　　　　　駅や郵便局を建てたり、私財を投じて橋や道路

知らしめました。 　　　　　などを整備しました。

　中津市諸町には、田長が 　　　　　　耶馬溪の歴史や文化を

住んでいた家が今も「村上 　　　　　熟知し、耶馬溪に尽くした

医家史料館」として残って 　　　　　吉胤は人びとから「馬溪

います。 　　　　　翁」と称されました。

　　　　　

禅海和尚と青の洞門
　約200年前の江戸時代、ここは険しい岩壁を鎖を

つたって渡る危険な場所でした。多くの人馬が命

を落とすのを見た禅海和尚は、

洞門開削を誓い、30年以上の
歳月をかけ、ノミと鎚（つち）

だけで洞門を完成させました。

- ４ -

　平成29年、中津市から玖珠町にかけて広がる雄大な耶馬溪の歴史や文化を語るストーリー
「やばけい遊覧～大地に描いた山水絵巻の道をゆく～」が日本遺産に認定されました。

　日本遺産とは、地域の歴史的魅力や特色を通じて我が国の文化・伝統を語るストーリーを
「日本遺産（Japan Heritage）」として文化庁が認定するものです。

※土地台帳は福沢記念館所蔵



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

リチャード・ハッパー　著 290 K 234

マーカス・ウィークス／著 330 K 388

新宅 広二　著 480.7 K 786

武藤 北斗　著 667.0 K 913

本村 凌二　著 778.2 K 913

岩井 三四二　著 913.6 K 913

畠中 恵　著 913.6 K 933

西村 京太郎　著 913.6 KE

五木 寛之　著 914.6 KE

順位 分類番号 予約数 冊数

1  劇場 913.6 43 6

2  蜜蜂と遠雷 913.6 35 5

3  九十歳。何がめでたい 914.6 31 5

4  アキラとあきら 913.6 27 5

5  月の満ち欠け 913.6 19 3

 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3日(木）　13：30～15：30 　日時：8月3日(木）　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：『日本会議』（山崎雅弘　著/集英社）

　風習の解説を加えて千年の時を経ても人間の思いの 　　　　　『愛国と信仰の構造』（中島岳志　著/集英社）

　変わらないことを登場人物を通して知る。 　　　　　『遥拝隊長』（井伏鱒二　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24日（木）　　18:00～19:30 　8月

　　5日（児童）…「ムーミン谷の夏まつり」　

　古文書解読の基礎講座を開催します。    12日（児童）…「おまえうまそうだな　Vol.1」　

　※8/19は美術鑑賞講座、8/26は美術館ワーク

　　ショップ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　…7日、21日、28日 　　　　　　　8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、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、

 ※8/14（お盆）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。
　　　　　　

‐　５　‐

又吉 直樹

恩田 陸

　内容：初心者の方にもわかりやすい

佐藤 愛子

池井戸 潤

佐藤 正午

（2017年7月27日現在）

書　　　　　　名 著　　者

 日本遺産からの死の便り  たいふうのひ　 武田 美穂　作

 孤独のすすめ  ペネロペとおむつのふたごちゃん アン・グットマン　文

 絢爛たる奔流　  わたしからわらうよ　 押切 もえ　著

 とるとだす　  九時の月 デボラ・エリス　作　

 生きる職場  オレンジ色の不思議 斉藤 洋　作

 裕次郎　  ぼくらのロストワールド 宗田 理　作

 10代からのマネー図鑑  図解大事典世界の妖怪 ながた みかこ　監修・執筆

 見つけて育てる生きもの飼い方ブック  激流のサバイバル スウィートファクトリー　文

（2017年7月27日現在）

　書　　　名　　　（一般） 　　書　　　名　　　（児童） 著　者（出版社）

 世界の廃墟・遺跡60  正義の声は消えない 　ラッセル・フリードマン　著



～美術を楽しむ夏にしよう!～

企画展ワークショップ　「テンペラ画に挑戦!～卵を使った絵の具で描こう～」

平成29年8月26日(土)　13時30分～15時30分(要事前申込み)

卵で溶いた絵具を使った絵に挑戦!!お申込は美術館まで　(℡22-7767)

～お知らせ～　「アートスペース中津」8月の展示

8月1６日(水)～28日(月)　　「城北中学校美術部作品展」

　　　

　暑い日が続きますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか?木村記念美術館では7
月から引続き、企画展「私の一品～中津美術協会作家展～」を開催中です。関連
ワークショップの参加者も募集しているので是非お申込ください!また、来月9月4
日(月)～10日(日)には、大分県立美術館(OPAM)と木村記念美術館の共同企画展示
「多彩で豊かなふるさとの美術」を開催します!OPAMの所蔵する絵画・彫刻に触
れる貴重な機会です。是非お立ち寄りください!

- ６ -

　♦今月のテーマ♦暑い夏にぴったりのひんやりなお話…👻 『こわ～い』絵本

　　　　　 ♦今月のおすすめ♦  　　　♦今月の絵本作家さん♦

おばけはこわい。どこにでも入っ

てくる。どこまでもついてくる。

部屋にはいってきたらどうしよう。

こわくて眠れない。なにかがふと

んの上にのっかった！ふとんの上

にいたのは…？こわ～い「京極夏

彦の妖怪えほん」シリーズの中で

は、一番ほっとできる絵本です。

歯医者に行きたくなくて泣いている

坊やにゆうれいが言いました。

「じゃあ、おばけの国の歯医者へ行

くかい？」。ようやくたどりついた

おばけの国。そこで見た歯医者とは

…！？甘えん坊の坊やが見せる、意

外な底力が笑えます。「ゆうれいと

すいか」「ゆうれいとどろぼう」も

あわせてどうぞ。

ムーミントロールたちは、海のうたが

きこえる貝がらを探そうと、ヨットに

乗って島に来ていました。するとニョ

ロニョロの大群が、小さなボートに

乗って何百匹も島にあがってきます…。

みんなが知っているムーミンたちの、

ある夏の日の冒険を描いた味わい深い

お話。

お母さんにおもちゃをかたづけなさい

と言われたひろきくんは、おもちゃ箱

におもちゃを放り込みます。箱の中は

ゴチャゴチャで、おもちゃたちがケン

カを始めてしまいました。そこで絵本

の中の魔法使いは…。楽しくかたづけ

るコツも紹介している絵本です。

おもちゃのかたづけ方を学ぶことができる絵本です。おか

たづけは、おもちゃをおもちゃ箱に入れるだけのことでは

ないと教えてくれます。おもちゃたちの気持ちが表情豊か

に描かれている作品です。ぜひ読んでみてください。

『おもちゃのかたづけできるかな』

深見 春夫／作 岩崎書店
『夏のあらしとムーミントロール』

『とうふこぞう』
京極 夏彦／作 岩崎書店

『ゆうれいとなきむし』
くろだ かおる／作 ひかりのくに

徳間書店

👻 きむら ゆういち さん
♦作品♦

『12支キッズのしかけえほん』シリーズ

『あらしのよるに』シリーズなど

👻 トーベ・ヤンソン さん
『ムーミン』シリーズ

『少女ソフィアの夏』など

ぶっくとーく

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 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 31

- ７ -

8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

10/1 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

古田 雄介　著 007.6 K 486

JTBパブリッシング 480.7 K 686

劉 昌赫　著 795 K 913

沼田 真佑　著 913.6 K 913

阿部 智里　著 913.6 K 913

森 博嗣　編集長 914.6 KE

　　「蝉時雨」「キング・コング」「３匹の子ぶた」「トムとジェリー　天国と地獄」「ムーミン谷の夏祭り」の５点は

　　9月上旬、「元気法話　一」「元気法話　二」「湯を沸かすほど熱い愛」「ママたちが非常事態！？」

　　「うなぎ」「リトル・マーメイド」の６点は９月下旬からの貸出予定です。

順位 分類番号 予約数 冊数

1  劇場 913.6 32 6

2  蜜蜂と遠雷 913.6 30 5

3  九十歳。何がめでたい 914.6 25 5

4  月の満ち欠け　 913.6 23 5

5  アキラとあきら 913.6 19 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：9月14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、 　9月

　風習の解説を加えて千年の時を経ても人間の思いの 　　2日（児童）…「がんばれ！ルルロロ　しあわせのおやつ」　

　変わらないことを登場人物を通して知る。    16日（名作）…「オフサイド・ガールズ」　

　古文書を読む市民講座    23日（一般）…「パパが遺した物語」

　日時：9月21日（木）　　18:00～19:30    30日（児童）…「ぴったんこ！ねこざかな １」

　※9/9は版画教室のため、上映会はお休みです。

　基礎講座を開催します。  ＊名作映画鑑賞会のおしらせ＊

 本と映像に親しむ会 　奇数月の第３土曜日14時より、大人向け名作映画

　を上映いたします。　9月16日の上映タイトルは

　「オフサイド・ガールズ」　（イラン）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　…4日、11日、25日 　　　　　　　9月　…20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。
　　　　　　

‐　１　‐

 影裏　

 弥栄の烏　

斉藤 洋　作

佐和 みずえ　作

 空で出会ったふしぎな人たち

 拝啓、お母さん　

又吉 直樹

恩田 陸

佐藤 愛子

佐藤 正午

池井戸 潤

（2017年8月28日現在）

書　　　　　　名 著　　者

 列車で行こう!　 櫻井 寛　写真・文

 プロの対局　  心が叫びたがってるんだ。　 超平和バスターズ　原作

 MORI Magazine　  そらの100かいだてのいえ いわい としお [作]　

　内容：初心者の方にもわかりやすい古文書解読の

9月はお休みです

（2017年8月28日現在）

　書　　　名　　　（一般） 　　書　　　名　　　（児童） 著　者（出版社）

 ここが知りたい!デジタル遺品  最恐昆虫大百科　 岡島 秀治　監修

 るるぶにっぽんの水族館



　　　

‐　２　‐

～「芸術の秋」幕開けの季節！！～

　9月10日(日)　10時～15時　所要時間30分程度(随時受付・申込不要)

【ワークショップ】「宇治山さんのポストカードつくってみる？」

【展示解説】9月10日(日)　11時～、14時～　　45分程度(申込不要)

会場：小幡記念図書館研修室、木村記念美術館

会期：9月4日(月)～10日(日)　9時～17時(入館は16時半)

大分県立美術館×中津木村記念美術館「多彩で豊かなふるさとの美術」

　まだまだ暑い日が続きますが、段々と秋の足音が聞こえてくる時期になりまし
た。秋といえば、食欲にスポーツ、文化芸術と色々代名詞がありますね!先月もお
知らせしましたが、9月は芸術の秋先取りの企画展示を行います!県立美術館
(OPAM)との共同企画で、県立美術館の所蔵品と中津市の所蔵品が一堂に会しま
す。観覧無料で、会期中は展示解説等の関連イベントもありますので、是非足を
お運びください!

　♦今月のテーマ♦海外の作者ならではの絵柄とストーリーを楽しもう！『海外の絵本』

　　　　　 ♦今月のおすすめ♦  　　　　♦今月の絵本作家さん♦

犬のジョージにハリスが言いまし

た。「ちょっと出かけてくるけど、

いいこにしていられるかい？」。

「もちろん、ぼくはいつでもいい

こだよ」とジョージは答えました。

ジョージが台所に行くと、いいに

おいがしました。ケーキです。ど

うするジョージ！

アメリカのエリオットとインドのカ

イラシュは、文通をしています。ふ

たりは、木登りが大好きで、家族と

暮らしていて、学校に行くときは友

達とバスに乗る。ふたりの暮らしは

同じようだけど、ちょっと違いが

あって…。異文化を楽しく感じるこ

とができる絵本です。

がたぴしくんは、町で一番古いバスで

す。長い間走っていましたが、とうと

う動けなくなりました。みんなから感

謝されて、中央広場に置かれることに

なりました。ある晩、子ぎつねが仲間

とはぐれて泣いていました。助けてあ

げられず悲しんでいると、月の光が降

り注いで…。生き生きとした登場人物

が魅せる、心温まる物語。

雨が降って外に遊びに行けないピー

トはご機嫌ななめ。そんなピートを

見て、お父さんは思いつきます。

「ピートでピッツァを作ったら楽し

くなるかもしれないぞ」。どんな

ピッツァが出来上がるのでしょう？

どんなに楽しかったかは、この表紙

を見れば一目瞭然！

親子で読んで、読んだあとは同じようにピッツァごっこで

遊んでみたくなる絵本！ピッツァに見立てて、のばしたり、

まわしたり、トッピングしたり。おちゃめな両親の深い愛

情が伝わってきます。雨上がりの空のような、晴れ晴れと

した笑顔の表紙も素敵です。

『ピッツァぼうや』
ウィリアム・スタイグ／作 セーラー出版

『がたぴしくん』 PHP研究所

『どうする ジョージ！』
クリス・ホートン／作 BL出版

『おんなじ、おんなじ！でも、ちょっとちがう！』
ジョニー・スー・コステキ＝ショー／作 光村教育図書

✴ かがくい ひろし さん
♦作品♦

『だるまさんが』シリーズ

『まくらのせんにん』シリーズなど

✴ たしろ ちさと さん
『5ひきのすてきなねずみ』シリーズなど

司書が選んだ一冊
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※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 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

- 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)

　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 11/1 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



　図書館が所蔵する雑誌の年間購入代金をご負担いただく代わりに、その

雑誌の最新号のカバー表面にスポンサー名、裏面にスポンサーが作成した

広告を掲示することができるという制度です。 

　スポンサーになっていただいた事業主の方に情報発信の場をご提供する

とともに、市民への図書館利用サービスの向上を図るものです。

　中津市立図書館は、年間約24万3千人（平成２８年度実績）の方が利用しており、

多くの図書や雑誌などが貸出されています。中でも雑誌は、非常に回転・利用率の高い

人気資料です。また、雑誌の最新号は館内閲覧であることから多くの利用者の目にとまり、

雑誌の提供という形で地域貢献活動ができると同時に、高いPR効果が期待できます。

　様々なジャンルの雑誌の中から業種に合わせた雑誌をお選びいただくことで、その分野

に関心の高い層をターゲットにPRを行うこともできます。館内掲示物や図書館ホームペー

ジにおいても、スポンサーの名称を公表させていただきます（希望制）。

　皆様のご応募お待ちしております！

　毎年読書週間期間には切り抜きや汚損などで除籍を余儀なくされた図書館資料の展示を行い、マナー

アップの啓発に取り組んできました。

　しかし、汚損や書き込み、破損が後を絶ちません。

　図書館の本は、市民の財産」です。節度と思いやりのある利用をお願いしたいと思い、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。

‐　１　‐



　読書の秋、芸術の秋にちなみ、読書週間の催しとして小幡記念図書館でヴァイオリン

の演奏会と絵巻物の読み語りを行ないます！ご家族や友人、同僚の方どなたとでも

楽しめるイベントになっています。ぜひご参加ください！

日　時　2017年11月22日（水） 17：00～18：30

講　師　ヴァイオリン：三宅孝治　ピアノ：三宅佐知子　アート：臼木賢治

場　所　小幡記念図書館　

第1部　ヴァイオリン演奏 第2部　読み語り『妖怪絵巻』・『平家物語』

（1回目）17：00～17：15  　本の紹介（「ぷちぶち　ぴんぴん」さんより）

（2回目）17：45～18：00 　 18：05～18：30

図書館内にて　 　 妖怪の絵巻物を迫力のあるステージで

皆さんおなじみの曲を演奏します！ 　 読み語ります！

- ２ -



- ３ -



- 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

中里 妃沙子　監修 324.4 K 289

松田 忠徳　著 453.9 K 369

枻出版社 596.4 K 653

宮部 みゆき　著 913.6 K 913

東野 圭吾　著 913.6 K 913

石田 衣良　著 913.6 KE

東川 篤哉　著 913.6 KE

　　「オフサイド・ガールズ」「パパが遺した物語」「ぴったんこ！ねこざかな」「ポプラの秋」

　　「きかんしゃトーマス　入門編　ソドー島ツアーへようこそ!」の５点です。

　　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  この世の春　上 913.6 4

2  マスカレード・ナイト 913.6 1

3  この世の春　下 913.6 28 4

4  劇場 913.6 27 6

5  蜜蜂と遠雷 913.6 26 5

　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：10月5日(木）　13：30～15：30 　日時：10月12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。 　本と映像に親しむ会

 図書館上映会 　日時：10月5日(木）　19：00～21：30

　日時：第１･第３･第４土曜日 　 14: 00 ～ （通常） 　内容：『飾らず、偽らず、欺かず』

　10月 　　　　　（田中伸尚　著/岩波書店）

　　7日（児童）…「トムとジェリー　星空の音楽会」　 　　　　　『日本断層論』（森崎和江　著/NHK出版）

   28日（一般）…「深夜食堂」　 　　　　　『毒婦たち』

　　　　　（上野千鶴子　著/河出書房新社）

　 10/14は版画教室、10/21は美術鑑賞講座のため

 図書館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

　　　　　10月　…16日、23日、30日 　　　　　　　10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、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。
　　　　　　

又吉 直樹

恩田 陸

‐　５　‐

宮部　みゆき

東野　圭吾

　内容：初心者の方にもわかりやすい古文書解読の

宮部　みゆき

（2017年9月25日現在）

書　　　　　　名 著　　者
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 裏切りのホワイトカード　  みんな生きている 中川 ひろたか　文

 ライオンは仔猫に夢中　  マスターさんとどうぶつえん アーノルド・ローベルし　作

 この世の春　上下　  竜が呼んだ娘 やみ倉の竜 柏葉 幸子　作

 マスカレード・ナイト　  いらないねこ ヒグチ ユウコ　絵と文

 温泉手帳　  サイエンスコナン防災の不思議 青山 剛昌　原作

 毎日のお弁当図鑑  落ち葉のふしぎ博物館 盛口 満　文・絵

（2017年9月25日現在）

　書　　　名　　　（一般） 　　書　　　名　　　（児童） 著　者（出版社）

 民法がこんなに変わる!　  上杉謙信　 加来 耕三　企画・構成・監修



～お隣、木村記念美術館で企画展がはじまります！～

「松本古寿展～木版画家のまなざし～」平成29年10月27日(金)～12月10日(日)

～お知らせ～　「アートスペース中津」１0月の展示

10月4日(水)～16日(月)　 中津読書感想文・画等コンクール作品展

10月18日(水)～30日(月)　アールブリュット　第2回月の輪学園絵画作品展

　　　

　先月初めに開催された大分県立美術館中津巡回展、多くの方にお越しいただき
誠にありがとうございました!木村記念美術館では今月20日(金)まで「秋の常設
展」を開催しておりますので、是非お越しください。そして、10月27日(金)から
は、「私の一品～中津美術協会作家展～」に続く、企画展第二弾「松本古寿展～
木版画家のまなざし～」を開催!!中津出身の木版画家：松本古寿をクローズアップ
した企画展です。期間中はギャラリートーク(展示解説)やワークショップも開催予
定です。是非ご来館ください！

- ６ -

♦今月のテーマ♦色彩の味わい・豊かな音色に触れてみよう✨『アート・音楽』の絵本

　　　　　 ♦今月のおすすめ♦  　　　♦今月の絵本作家さん♦

昔々の日本には、波を上手に描い

た画家、葛飾北斎さんがいました。

北斎さんは、他にも富士山が夏の

朝日を浴びた姿など、色々な名画

を生み出しています。ミッフィー

と一緒に、北斎さんが描いた絵を

観ていきましょう。

父の手で、木から楽器に姿をかえ

て奏でられる音色から、少年は森

の中できいた美しい自然の詩を感

じた―‥。森の木を育てていた祖

父、楽器職人の父、そして音楽に

めざめる少年。大きな季節の巡り

の中で、連なっていくいのちの詩

を描きます。

わにさんが虫歯になって、しぶし

ぶ歯医者さんに行くことに…。歯

医者さんは遊んでいたけれど、わ

にさんが来たのでしぶしぶ治療に

…。わにさんが歯医者さんを見て

「どきっ」。歯医者さんもわにさ

んを見て「どきっ」。ここから始

まる奇妙なやりとりが、とても楽

しい絵本です。

昔、あるところに一匹の小さい雄の

うさぎがいました。ある日、うさぎ

はたまごを見つけました。そのたま

ごの中で、何か動いている音が聞こ

えました。もしかしたら、他のうさ

ぎかな。うさぎは、たまごを振って

みました…。

表紙、裏表紙、見返し、そして中の１ページ

１ページのどの絵も飾りたくなるくらい可愛

いです。絵だけを追ってもストーリーが分か

り、たまごの中から何が出てくるのか楽しみ

です。

『きんのたまごのほん』

マーガレット・ワイズ・ブラウン／作 童話館出版

『わにさんどきっ はいしゃさんどきっ』

『ミッフィーとほくさいさん』
菊池 敦己／構成 美術出版社

『チェロの木』
いせ ひでこ／作 偕成社

✴ トミー・ウンゲラー(アンゲラー) さん

♦作品♦

『すてきな三にんぐみ』

『へびのクリクター』など

✴ 五味 太郎 さん
『きんぎょがにげた』など

司書が選んだ一冊

10

偕成社

月



※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

- ７ -

10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 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

鏑木 麻矢　著 176.8 K 031

洋泉社 289.1 K 721

中村 徹　著 796.0 K 913

大沢 在昌　著 913.6 K 913

赤川 次郎　著 913.6 K 933

川端 誠　著 914.6 KE

　　「イナ作作業名人になる！第1巻～第3巻」「超高速！参勤交代リターンズ」　「ｌｉｔｔｌｅ ｆｏｒｅｓｔ vol．1　夏／秋」

　　「ルドルフとイッパイアッテナ」「ちいさなプリンセス ソフィア　ひみつのとしょしつ」の7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  マスカレード・ナイト 913.6 34 6

2  この世の春　上 913.6 27 4

3  この世の春　下 913.6 25 4

 月の満ち欠け 913.6 5

 蜜蜂と遠雷 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：11月9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

　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（児童）…「げんきげんきノンタン　

　変わらないことを登場人物を通して知る。 　　　　はっぱっぱカルタだれのこえ？」　

　古文書を読む市民講座    18日（名作）…「一命」　

　日時：11月16日（木）　　18:00～19:30    25日（一般）…「富士ファミリー」

　※11/11は版画教室のため、上映会はお休みです。

　基礎講座を開催します。  ＊名作映画鑑賞会のおしらせ＊

 本と映像に親しむ会 　奇数月の第３土曜日14時より、大人向け名作映画

　を上映いたします。　11月18日の上映タイトルは

　「一命」（カンヌ国際映画祭出品作品）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

　　　　　11月　…6日、13日、20日、27日 　　　　　　　11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。
　　　　　　

‐　１　‐

 覆面作家　

 三世代探偵団　

廣嶋 玲子　作

　メーガン・マクドナルド　作

 ふしぎ駄菓子屋銭天堂　8　

 ジュディ・モード、ラッキーになる!

東野　圭吾

恩田 陸

（2017年10月26日現在）

 おならまんざい　 長谷川 義史　作

宮部　みゆき

宮部　みゆき

佐藤　正午

WAVE出版　編

 笑いを愛した吉本せい

書　　　　　　名 著　　者

 葛飾北斎　 ちさか あや　漫画

 天才藤井聡太  つくえの下のとおい国 石井 睦美　著

 絵本作家の百聞百見　

4 21

　内容：初心者の方にもわかりやすい古文書解読の

11月はお休みです

（2017年10月26日現在）

　書　　　名　　　（一般） 　　書　　　名　　　（児童） 著　者（出版社）

 ニッポンのおみくじ　  教科書にでてくるおはなし366



～文化芸術の秋、本番到来!!～

「松本古寿展～木版画家のまなざし～」関連イベント

ギャラリートーク(展示解説)：11月4日(土)、12月3日(日)　13時半～

ワークショップ「多色木版画を摺ってみよう!」：11月26日(日)13時半～15時半

～お知らせ～　「アートスペース中津」11月の展示

11月8日(水)～21日(月)　「スナップポートレート～表情～」

　　　

- ２ - 

　芸術の秋の本番、11月ですね!木村記念美術館では、企画展「松本古寿展～木版
画家のまなざし～」を開催中です。会期中は関連イベントも開催!!是非ご参加くだ
さい。そして、今年も11月3日(祝)には、「文化の日中津市文化施設4館無料開
放」を行います。美術館の他、大江・村上医家史料館、耶馬渓風物館を無料で観
覧できます!耶馬渓風物館以外の3館では、展示解説も開催!!各館学芸員が会場内を
まわりながら解説を行います。この機会に是非ご来館ください。

♦今月のテーマ♦ 『歴史を感じる絵本』

◆ 今月の「絵本作家さん」 ◆◆ 今月の「司書が選んだ一冊」
◆

めんこ、フラフープ、ローラース

ルー、ルーズソックス…。1940

年代から現在まで、戦後の日本の

暮らしや自然、町の様子の移り変

わりを、当時の出来事や遊び、歌

などを紹介しながら描いています。

細かなところまで眺めたくなる絵

本です。

ぼくは自動車のアーチャー。作って

くれたピーターの孫、ジョージはぼ

くと話ができる一番の友だち。だけ

ど、ぼくは売られることに。お別れ

の日、ジョージは「かならずむかえ

にいくから！」と言ってくれたけど

…。波乱に満ちたアーチャーの一生

を通して、友だちの大切さを描いた

絵本です。

信号機があおのときは「すすめ」、

きいろのときは「とまれ」…。パ

トカーが信号機のルールを教えて

いると、信号機が不思議な色に光

りました。車はどうするのでしょ

うか？ちょっとおかしな信号機の

お話です。

フクロウのホーリーは、とても

こだわりやです。選りすぐりの

ものに囲まれて、楽しい生活を

送っていました。ある時、はり

ねずみのニードルからプレゼン

トされたバラの植木鉢を壊して

しまって…。第11回えほん大賞

絵本部門大賞作品です。

ホーリーという「こだわりや」のフクロウが主人公

の物語です。色調もあたたかく、月や草花に元気づ

けられるホーリーの表情も可愛らしいので、心が和

む作品です。また、ニードルなどの脇役も魅力的で、

楽しい物語です。

『こだわりやのホーリー』

なごし かおり／作 文芸社 『しんごうきピコリ』

『ふるさと60年 戦後の日本とわたしたちの歩み』
道浦 母都子／文 福音館書店

『じどうしゃアーチャー』
片平 直樹／作 教育画劇

あかね書房

🐇 谷川 俊太郎 さん
♦作品紹介♦

『これはのみのぴこ』

『もこもこもこ』『わたし』など

🐇 ザ・キャビンカンパニー さん
『だいおういかのいかたろう』など

月



※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 -

11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 1/1 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



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

メディアックス 175.9 K 473

清家 あい　著 369.4 K 538

牧田 善二　著 498.5 K 610

ブティック社 594.3 K 721

ディスク百合おん　著 596 K 913

西條 奈加　著 724 K 913

柴田 よしき　著 910.2 K 933

誉田 哲也　著 913.6 KE

平井 杏子　著 930.2 KE

順位 分類番号 予約数 冊数

1  マスカレード・ナイト 913.6 33 6

 この世の春　上 913.6 4

 この世の春　下 913.6 4

4  キラキラ共和国 913.6 18 3

5  月の満ち欠け 913.6 17 5

 本と映像に親しむ会  古文書を読む市民講座
　日時：12月14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 ～

　12月

　　2日（一般）…「ハルをさがして」　

　　　　　（中村 哲　著/岩波書店）    23日（児童）…「忍たま乱太郎の宇宙大冒険　

　　　　　　　　　　　太陽系の段・月の段」

　源氏物語を読む会（※会場は研修室or視聴覚室） 　※12/9は版画教室、12/16は美術鑑賞講座のため、

　日時：12月14日(木）　13：30～15：30 　上映会はお休みです。

　内容：原文を声に出して読み、平安時代の社会、 　あかちゃんタイム

　風習の解説を加えて千年の時を経ても人間の思いの 　赤ちゃんや小さなお子さんといっしょに、

　変わらないことを登場人物を通して知る。 　ぜひ図書館にご来館ください！

 中津読書クラブ 　☆日時：毎月第３水曜日　 10：30 ～ 12：30

　　　　　　　12月　…20日（水）

 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　11：00～11：30

　12月　…11日、18日、25日 　　　　　　　12月　…20日（水）

　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。
　　　　　　

 パイロットのたまご

マイケル・モーパーゴ　作

 保育園浪人　

 医者が教える食事術最強の教科書

（2017年11月22日現在）

　書　　　名　　　（一般） 　　書　　　名　　　（児童） 著　者（出版社）

 一生に一度はお参りしたい神社100  世界は変形菌でいっぱいだ 増井 真那　著

 まっすぐ編みの巻きもの  鳥獣戯画を読みとく

前田 亜紀　著

 カズオ・イシグロ　  ノラネコぐんだんアイスのくに 工藤 ノリコ　著　

 銀杏手ならい  蘭の花が咲いたら 小林 深雪　著

 ねこ町駅前商店街日々便り

12月はお休みです。

佐藤　正午

吉野 万理子　作

 カレーライスを一から作る　

 ひとりでえほんかいました くすのき しげのり　作

五味 文彦　監修

　内容：『岩盤を穿つ　なぜ「活動家」と名乗るのか』

　　　　『私の「貧乏物語」』 （岩波書店編集部　編/岩波書店）

 　　　　（湯浅 誠　著/筑摩書房）

（2017年11月22日現在）

 コンビニかけ合わせグルメ  四重奏(カルテット)デイズ 横田 明子　作

ノーマンズランド

 図書館にいたユニコーン

　　　　『人は愛するに足り、真心は信ずるに足る』

　　　　『絶対貧困』 （石井光太　著/新潮社）

12月はお休みです。

‐　１　‐

小川　糸

222

著　　者

東野　圭吾

宮部　みゆき

宮部　みゆき

書　　　　　　名



　　　

～企画展まもなく終了、お見逃しなく！～

～お知らせ～　「アートスペース中津」１2月の展示

12月9日(土)～18日(月)　「堀内勝子手づくり人形展」

- ２ - 

◆ 今月の「絵本作家さん」 ◆

　いよいよ2017年も終わりが近づいてきました。木村記念美術館では、12月10日(日)まで、
企画展「松本古寿展～木版画家のまなざし～」を開催中です。今月3日(日)にはギャラリー
トーク(展示解説)も行われますので、お見逃しなく!企画展終了後は、「冬の常設展」が始まり
ます。冬や年末・年始など季節に合わせた作品を多く展示予定です。こちらも是非ご覧ください。

♦今月のテーマ♦ 全国学校図書館協議会選定 『よい絵本』

◆ 今月の「司書が選んだ一冊」◆

企画展期間：平成29年12月10日(日)

展示替休館：平成29年12月11日(月)～14(木)

冬の常設展：平成29年12月15日(金)～

美術館今後の予定

たしろ ちさと／作 ほるぷ出 『ペチューニアごようじん』

クリスマスの日、白うさぎの子

“ましろ”もサンタクロースか

ら贈り物をもらいました。けれ

ど、もっと欲しくなったましろ

は、黒うさぎに成りすまして…。

初版1970年より時をこえて読

み継がれる、優しく温かなロン

グセラー絵本です。

待ったなし！ついにきた、優勝決

める大一番、初めて挑む明の海。

迎え撃つのは最強の横綱・武留道

山。みあってみあって、はっきょ

い！土俵上の力士たちの、迫力あ

る取組を存分に描いた絵本です。

見返しにイラスト「決まり手八十

二手」付き。

ちょっとマヌケだけど天然で憎めな

い、がちょうのペチューニア。近く

の草よりも、柵を越えた向こうにあ

る草が青々として美味しそうに見え

ます。夢中で食べに行きますが、そ

こには怖い獣たちが…。大好評の名

作絵本であるペチューニアシリーズ。

「ねえ、みんな。ぼくたち、家

をつくろうよ！」5匹のねずみ

たちの新しい家は、アイディア

たっぷりで食べ物もどっさり。

そんなねずみにぴったりな家を

のぞいてみましょう。5匹の素

敵なねずみたちの物語第2弾。

5ひきのねずみたちが作る新しい家が完成していく様

子は、ページをめくるたびにどきどきします。頼もし

い用心棒のいる、まるで秘密基地のような新しい家。

読み聞かせにもおすすめの絵本です。

『ひっこしだいさくせん』
5ひきのすてきなねずみシリーズ

『子うさぎましろのお話』
佐々木 たづ／文 ポプラ社

『はっきょいどーん』
やまもと ななこ／作 講談社

冨山房

🐇 林 明子 さん
♦作品紹介♦

『おつきさまこんばんは』

『こんとあき』など

🐇 ロジャー・デュボワザン さん
『かばのベロニカ』シリーズなど



※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 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 - 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)

　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/





中高生コーナー

中高生コーナー

　高里 椎奈／著（KADOKAWA） 文庫コーナー

中高生コーナー

中高生コーナー

新着本コーナー

作者（出版社） 所蔵場所

中高生コーナー

椹野 道流／著（集英社）

望月 麻衣／著（双葉社）　 

浅葉 なつ／著（KADOKAWA） 

霜月 りつ／著（コスミック出版）

星 新一／著（新潮社）

蒼月 海里／著（KADOKAWA） 

秋田 みやび／著（KADOKAWA） 

山本 弘／著（東京創元社）

香月 日輪／著（講談社）

文庫コーナー

中高生コーナー

文庫コーナー

中高生コーナー

中高生コーナー

時をかける眼鏡　1～5

BISビブリオバトル部　1～4

うちの執事に願ったならば　1～2

お面屋たまよし　1～5

神様の子守はじめました。　1～6

石川 宏千花／著（講談社）

タイトル・シリーズ名/巻数

うちの執事が言うことには　1～9

ファンム・アレース1～5（5巻のみ上下） 

妖怪アパートの幽雅な日常　1～10

ぼんくら陰陽師の鬼嫁　1～2

幽落町おばけ駄菓子屋　1～9

星新一　ショートショートシリーズ（25冊）

神様の御用人　1～6

京都寺町三条のホームズ　1～8



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

＊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

西東社編集部　編 049 K 289

主婦の友社　編 596.3 K 778

上野 実咲　著 796.0 K 913

水生 大海　著 913.6 K 913

倉知 淳　著 913.6 K 933

堂場 瞬一　著 913.6 KE

　　「聖（さとし）の青春」　「あの子を探して」「足元の小宇宙　絵本作家・甲斐信枝と見つける生命のドラマ」

　　「一命」「ぴったんこ！ねこざかな②」「はっぱっぱカルタ　だれのこえ？」の6点です。

　　1月上旬からの貸出予定です。

順位 分類番号 予約数 冊数

1  マスカレード・ナイト 913.6 32 6

2  キラキラ共和国 913.6 19 4

3  この世の春　上 913.6 16 4

4  漫画君たちはどう生きるか 159.5 15 3

 この世の春　下 913.6 4

 蜜蜂と遠雷 913.6 5

 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：1月18日（木）　　18:00～19:30

　1月

　　6日（児童）…「リボンの騎士」 　基礎講座を開催します。

   20日（名作）…「現金（げんなま）に手を出すな」　  源氏物語を読む会

   27日（一般）…「天使のいる図書館」

 本と映像に親しむ会
　※1/13は版画教室のため、上映会はお休みです。

 ＊名作映画鑑賞会のおしらせ＊ 　あかちゃんタイム

　奇数月の第３土曜日14時より、大人向け名作映画 　赤ちゃんや小さなお子さんといっしょに、

　を上映いたします。　1月20日の上映タイトルは 　ぜひ図書館にご来館ください！

　「現金（げんなま）に手を出すな」（第15回ヴェネチア 　☆日時：毎月第３水曜日　 10：30 ～ 12：30

　国際映画祭主演男優賞受賞作）です。 　　　　　　　1月　…17日（水）

 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　11：00～11：30

　　　　　1月　…15日、22日、29日 　　　　　　　1月　…17日（水）

　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。
　　　　　　

（2017年12月21日現在）

　書　　　名　　　（一般） 　　書　　　名　　　（児童） 著　者（出版社）

 子どもと楽しむ日本びっくり雑学500  西郷隆盛 海野 そら太　漫画

 やせる豆腐レシピ100  映画かいけつゾロリZZのひみつ 原 ゆたか　監修
 声が20歳若返るトレーニン
グ

 笑い猫の5分間怪談　12 那須田 淳　責任編集・作

 ひよっこ社労士のヒナコ  魔女とカレンダーの精たち 橋立 悦子　作・絵

 皇帝と拳銃と  グレッグのダメ日記 にげだしたいよ! ジェフ・キニー　作

小川　糸

 絶望の歌を唄え  ぼく、仮面ライダーになる!　ビルド編 のぶみ　作

5
宮部　みゆき

14
恩田　陸

‐　１　‐

（2017年12月21日現在）

書　　　　　　名 著　　者

東野　圭吾

　1月はお休みです

　1月はお休みです

宮部　みゆき

　内容：初心者の方にもわかりやすい古文書解読の

吉野　源三郎（原作）



順位

1

　　　

痛快TVスカッとジャパン／原作

著　者（出版社）

石井　睦美／作

石井　睦美／作

ぎぼ　りつこ／作・絵

洪　在徹／文

いしかわ　こうじ／作・絵

日比野　佐和子／監修

本のタイトル

K 786

K 496

KＥ（絵本）

K 913

分類番号

‐　2　‐

K 913

K 913

K 726

 すみれちゃんは一年生

 すみれちゃんのすてきなプレゼント

 胸キュンスカッと　

2

 おめんです

 ぐんぐん目がよくなるあそブック

 ジャングルのサバイバル　5

 しずくちゃん　29

♦今月のテーマ♦かっこいいぞ！ 『のりもの絵本』 🚙

◆ 今月の「司書が選んだ一冊」◆ ◆ 今月の「絵本作家さん」 ◆

「1日もはやく燃料を福島へ」。

東日本大震災の直後、真夜中に新

潟を出発したディーゼル機関車の

デーデたち。2台連結して10両

の燃料タンクを引っ張って、一生

懸命頑張りました。実話をもとに

描いた物語です。

たくみくんはバスが大好き。山のふ

もとの小さな町のデパートには、古

いバスが大切に飾られています。た

くみくんが運転席に座って帽子をか

ぶり、クラクションを鳴らすと、バ

スはいつの間にか山道を走っていて

…！？

夢が広がる、不思議なお話です。

スチーム・ショベルのメアリ・アン

と運転士のマイク・マリガンは、長

い間一緒に仕事をしてきました。と

ころが新式の機械が仕事を取り上げ

ます。ある日ふたりは、大きな穴を

1日で掘る仕事に挑戦して…。バー

ジニア・リー・バートンの名作を、

石井さんが心を込めて訳しています。

明日は親戚のお兄ちゃんと釣り

に行く約束。氷のはった池に穴

を開けて、お魚を釣るのです。

ケンはこの日を楽しみにしてい

たのですが、ごほんとせきが出

てしまって…。ケンとくまのお

医者さんのお話です。

楽しみにしていた釣りに出かける前日、ケンは風邪

をひいてしまいました。子供って、楽しいイベント

がある前日によく熱を出したりしますよね。リズミ

カルなくま式うがいなども出てくるこの絵本。風邪

の流行るこの時期にぴったりです。

『ぼくびょうきじゃないよ』

角野 栄子／作 福音館書店
『マイク・マリガンとスチーム・ショベル』

『はしれ ディーゼルきかんしゃデーデ』
すとう あさえ／文 童心社

『ぼくはうんてんし』
くさの たき／文 金の星社

童話館出版

🐕 藪内 正幸 さん
♦作品紹介♦

『どうぶつのおやこ』

『どうぶつしりとりえほん』など

🐕 石井 桃子 さん
『ピーターラビット』シリーズなど（訳）



※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 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

- ３ -

　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

1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/



★活動紹介★子ども司書クリスマス

おはなし会 を開催しました！

12月25日に小幡記念図書館にて子ども司書さん8名によるクリスマ

スおはなし会が開かれました！当日は親子40名以上の参加があり、

大型絵本や大型紙芝居の読み聞かせに耳をかたむけたり、一緒に手

遊びやわらべうたを楽しんだりと、とても盛り上がりました。

国際ソロプチミスト

中津文庫

除幕式・お披露目会

同日にあったお披露目会でも

子ども司書を代表してお礼の

言葉を述べてくれました。

手作りのクリス

マスプレゼント

も用意しました

おはなし会の司

会進行も子ども

司書さんがおこ

なってくれまし

た！

布遊び・わらべうたの様子。参加者のみなさんも楽しそうに参加してくださいました！





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 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

平野 多恵　著 176.8 K 457

鹿島田 忠史　著 492.7 K 788

本間 朝子　著 590 K 913

荻原 浩　著 913.6 K 933

道尾 秀介　著 913.6 KE

村山 由佳　著 933 KE

　　「ハルをさがして」「リボンの騎士」「忍たま乱太郎の宇宙大冒険　太陽系の段・月の段」

　　「ファンタスティックビーストと魔法使いの旅」「little forest vol.2 冬/春」「てつどうスペシャル50

　　＋じどうしゃスペシャル50」の6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

 おらおらでひとりいぐも 913.6 2

 マスカレード・ナイト 913.6 6

3  キラキラ共和国 913.6 25 4

4  漫画君たちはどう生きるか 159.5 22 3

5  蜜蜂と遠雷 913.6 14 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：2月1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、 　2月

　風習の解説を加えて千年の時を経ても人間の思いの 　　3日（児童）…「忍たま乱太郎の宇宙大冒険

　変わらないことを登場人物を通して知る。 　　　　　　　withコズミックフロントNEXT」

　本と映像に親しむ会    24日（一般）…「夏目漱石の妻　1」

　日時：2月1日(木）　19：00～21：30

　内容：『動物と人間の世界認識』  　2/10は版画教室、2/17は美術鑑賞講座のため

　　　　　（日高敏隆　著/筑摩書房）  図書館上映会はお休みです。

　　　　　『植物のあっぱれな生き方』

　　　　　（田中 修　著/幻冬舎） 　あかちゃんタイム

　古文書を読む市民講座 　赤ちゃんや小さなお子さんといっしょに、

　日時：2月15日（木）　　18:00～19:30 　ぜひ図書館にご来館ください！

　☆日時：毎月第３水曜日　 10：30 ～ 12：30

　基礎講座を開催します。 　　　　　　　2月　…21日（水）

 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　…5日、19日、26日 　　　　　　　2月　…21日（水）

　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。
　　　　　　

‐　１　‐

（2018年1月25日現在）

　内容：初心者の方にもわかりやすい古文書解読の

東野　圭吾

小川　糸

恩田　陸

吉野　源三郎（原作）

書　　　　　　名 著　　者

若竹　千佐子
1 27

 せつぶんのおに　 常光 徹　文

 噓　  ぼくのいいとこ　 スティーヴ・メツガー　文

 風神の手

服部 祐兒　監修

 海馬の尻尾  シロクマが家にやってきた! マリア・ファラー　作

 ムダ家事がごっそり消える生活  ぼくらの消えた学校 宗田 理　作

 快腸SPAT  ビジュアル大相撲図鑑　

（2018年1月25日現在）

　書　　　名　　　（一般） 　　書　　　名　　　（児童） 著　者（出版社）

 神さまの声をきくおみくじのヒミツ  学習科学マンガ トリケラトプス もちつき かつみ　漫画



～企画展第3弾、開催です!～

～お知らせ～　「アートスペース中津」2月の展示

2月1日(木)～12日(月)　「遊びをせんとや生まれけむ

～なかつプレー・パークでの子どもたちの十年間の様子～」

2月14日(水)～26日(月)　田中長光
ナガミツ

小品展「波濤
ハ ト ウ

～怒濤～」

　　　

　年明けから一月、木村記念美術館では、企画展第3弾の準備を進めています!今回の企画展
では水墨画を始めとした、墨を使った作品をご紹介!江戸後期～近代まで、多様な時代・作
者の作品をお楽しみください!そして、もう一つお知らせです。大分県立美術館(OPAM)で2
月9日(金)から始まる「歌心と絵ごころと絵ごころの交わり」展では、中津市を度々訪れて
いた種田山頭火にまつわる展示が行われます。中津関係の資料も展示予定です!是非ご覧く
ださい。

‐　2　‐

◆ 今月の「絵本作家さん」 ◆◆今月の「司書が選んだ一冊◆

♦今月のテーマ♦ 永年読み継がれてきた 『ベストセラーの絵本』

あたたかい日曜日の朝、ぽん！

とちっぽけなあおむしが生まれ

ました。あおむしはおなかが

ぺっこぺこ。毎日いろいろなも

のを食べるあおむしはすっかり

ふとっちょ。そしてその後…。

エリック・カールおなじみの、

美しい色彩が楽しい絵本です。

100万回も死んで、100万回も生

きたねこがいました。100万人がね

こを可愛がり、100万人がねこが死

んだときに泣きました。ねこは、ど

の飼い主も嫌いでした。しかしある

とき、のらねこになり、自分よりも

大切な家族ができました。そして…。

時が経っても、大切に読み深めたい

一冊です。

お兄ちゃん、冬に虫とり網なんて

持って、どこ行くの？こんな季節に

虫なんているの？ホソヒラタアブ、

コマルハナバチ、ナミテントウ…。

寒い冬でも、探せば虫がいるのです。

虫とり大好きな兄弟は、冬でも元気

いっぱい！この兄弟の絵本はシリー

ズになっています。

くるみのなかには、なにがあ

る？それは、りすのさいほうば

こ。それは、小さなおじいさん

とおばあさんの家…。小さな問

いから、木が育つように、たく

ましい想像力が大きく広がって

いく、美しい絵本です。

タイトルを見て、一体何が入っているのだろう？と

好奇心をくすぐられます。ぜひ、くるみを手にとっ

て読んでみたい。そんな想像力をかきたてられるよ

うなストーリーです。とても素敵な優しい絵に心も

あたたまります。

『くるみのなかには』

たかお ゆうこ／作 講談社
『ふゆのむしとり？！』

『はらぺこあおむし』
エリック＝カール／作 偕成社

『100万回生きたねこ』
佐野 洋子／作 講談社

ほるぷ出版

📖 tupera tupera さん
♦作品紹介♦

『パンダ銭湯』

『おばけだじょ』など

📖 はた こうしろう さん
『ショコラちゃん』シリーズなど

美術館企画展「墨、踊る―中津ゆかりの水墨画―」 平成30年2月24日(土)～3月25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

- 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)

　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

4/1 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

大田垣 晴子　著 069.0 K 543

JTBパブリッシング 480.7 K 783

石原 洋子　著 596 K 913

岸本 葉子　著 911.3 K 913

朝井 まかて　著 913.6 K 913

曽野 綾子　著 914.6 KE

マイルズ・バートン　著 933 KE

　　「天使のいる図書館」「現金（げんなま）に手を出すな」「紙芝居のはじまりはじまり」

　　「アイスエイジ　ショートフィルムセレクション」「家なき子レミ」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  おらおらでひとりいぐも 913.6 44 5

2  漫画君たちはどう生きるか 159.5 29 4

 キラキラ共和国 913.6 19 5

 マスカレード・ナイト 913.6 6

 玄鳥さりて　 913.6 14 4

 妻に捧げた1778話 914.6 1

　本と映像に親しむ会 　源氏物語を読む会（※会場は研修室or視聴覚室）

　日時：3月1日(木）　13：30～15：30

 図書館上映会 　内容：原文を声に出して読み、平安時代の社会、

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

　3月 　変わらないことを登場人物を通して知る。

　　3日（児童）…「家なき子レミ」 　あかちゃんタイム

  10日（名作）…「ミツバチのささやき」 　赤ちゃんや小さなお子さんといっしょに、

   24日（一般）…「夏目漱石の妻　2」 　ぜひ図書館にご来館ください！

　☆日時：毎月第３水曜日　 10：30 ～ 12：30

 　3/17は版画教室のため、図書館上映会はお休みです。　　　　　　　3月　…14日（水）※第3水曜日が祝日のため

 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

　　　　　3月　…5日、12日、19日、26日 　　　　　　　3月　…14日（水）※第3水曜日が祝日のため

　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。
　　　　　　

 人生の退き際  おいしいおひなさま すとう あさえ　文

（2018年2月22日現在）

　書　　　名　　　（一般） 　　書　　　名　　　（児童） 著　者（出版社）

ぶらぶらミュージアム  「牛が消えた村」で種をまく　 豊田 直巳　写真・文

 るるぶにっぽんの動物園  フルスイング!　 くすのき しげのり　作

 きょうの晩ごはん  川のむこうの図書館　 池田 ゆみる　作

 俳句、やめられません  グドーさんのおさんぽびより たかどの ほうこ　著

 雲上雲下  保健室の午後 赤川 次郎　著

 素性を明かさぬ死  ぼくの弟は宇宙人 みうら なつこ　作

（2018年2月22日現在）

書　　　　　　名 著　　者

若竹　千佐子

吉野　源三郎（原作）

小川　糸

東野　圭吾

‐　１　‐

３月はお休みです

眉村　卓

葉室　麟
5

3



～水墨画を楽しく観ませんか?～

～お知らせ～　「アートスペース中津」3月の展示

3月14日(水)～26日(月)　「応援メッセージ」

　　　

‐　2　‐

　いよいよ平成29年度最後の一カ月となりました。美術館では、2月末から引続き、3
月25日(日)まで、企画展「墨、踊る―中津ゆかりの水墨画―」を開催中です!!会期中に
行われる関連イベントのギャラリー・トーク(展示解説)は、3月3日(土)と18日(日)の
13時30分からです。各回30分程度の予定で、事前申込も不要ですので、お気軽にご
参加ください(入館料が必要です)。ご来館お待ちしております!!そして、お隣宇佐市に
ある県立歴史博物館では、平成28年に重要無形文化財に指定された豊前神楽の特別展
示が行われています!地域の大切な文化財の展示です。
　是非お見逃しなく!!

♦今月のテーマ♦ “もっと知りたい！”のきっかけは絵本から。 『学べる絵本』

◆今月の「司書が選んだ一冊」◆ ◆ 今月の「絵本作家さん」 ◆

もしひとりでいるときに地震が

おきたら、どうしよう？子ども

たちに自分で自分のからだを守

ることの大切さを、やさしく伝

える絵本です。神戸市消防局の

企画・協力で作られており、阪

神・淡路大震災、東日本大震災

の教訓が活かされた実用的な内

容です。

おいしくて、食べると元気がわいて

くる、おにぎり屋さんのおばあちゃ

んのおにぎり。お店の屋根裏に住ん

でいる小さい男の子が、おいしいお

にぎりの秘密を探ります。炊き立て

のごはんを、歌いながらにぎって…。

おにぎり作りの気分が味わえるしか

け絵本です。

ペネロペは、フランス生まれの可愛

いコアラの女の子。今日はママとお

かいもの。最初にこづつみを取りに

行きます。でも、気がついたらママ

とはぐれちゃった！どのお店に行っ

たら、会えるのかな？うっかり屋さ

んのペネロペシリーズ。

くまのくんちゃんは、今日から一

年生。最初は張り切っていたのに、

いざお母さんと別れ、上級生が発

表を始めると、くんちゃんはだん

だん不安になって小さくなってし

まいます。ついに一年生が呼び出

されると、教室から出ていくくん

ちゃんでしたが…。

重圧に耐えかねて、思わず外へ飛び出したくん

ちゃんがとても可愛らしいです（笑）動きや表情

が豊かな絵柄が二色刷りで表現されており、素朴

な味わいがあります。これから1年生になる、ドキ

ドキしているみんなに読んでほしい一冊です。

『くんちゃんのはじめてのがっこう』

ドロシー・マリノ／作 ペンギン社 『ペネロペのおかいもの』

『地震がおきたら』
谷 敏行／原案 ＢＬ出版

『おにぎりのひみつ』
かとう まふみ／作 フレーベル館

岩崎書店

👓 渡辺 茂男 さん
♦作品紹介♦

『くまたくんのえほん』シリーズ（創作）

『おさるのジョージ』シリーズ（訳）など

👓 アン・グッドマン さん
『リサとガスパール』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 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 -

3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/


