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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 5/1 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

妻のトリセツ　

K 913

KE（絵本）

分類番号

分類番号

K 210

K 375

K 913

913.6

913.6

498.3

（2019年3月22日現在）

　書　　名　（一般）　　 著　者（出版社）

藤田　智／監修（NHK出版）

鈴木　祐／著（鉄人社）

黒川　伊保子／編著（講談社）

藤田智の新・野菜づくり大全　

超ストレス解消法　

143.5

626.9

尼子姫十勇士　 諸田　玲子／著（毎日新聞出版）

おっさんたちの黄昏商店街　 池永　陽／著（潮出版社）

日本史探偵コナン外伝(アナザー)　忍者編　 青山　剛昌／原作（小学館）

おんぶおんぶのももんちゃん　 とよた　かずひこ／さく・え（童心社）

　書　　名　（児童） 著　者（出版社）

成績が上がる!中学生の「勉強力」アップ術　 鳴尾　真平／著（メイツ出版）

長距離電話　 赤川　次郎／著（汐文社）

そば打ち甲子園!　 そば打ち研究部／著（学研プラス）



　4月23日は「こども読書の日」です。また、4月23日～5月12日の間は

こどもの読書週間です。中津市内の各図書館では、こどもの読書週間に

合わせてイベントを行ないます。ぜひ、ご来館ください。

【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）～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
　日時　４月２４日（水）　９：００～ 　日時　５月１３日（月）　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】 　内容　いつもより時間を延長して

　　児童書、絵本、紙芝居 　　　　　紙芝居、パネルシアター

※児童書無料配布は本が 　　　　　わらべ歌、など、楽しい

　無くなり次第終了します。 　　　　　おはなし会を開催します！

- １ -

　　　　　　「こどもの読書週間」紹介文章・マーク・ポスター画像は「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 　　 



　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

すごろく」を開催します。

　４月８日（月）よりすごろくの用紙を小幡記念図書館で配布します。読んだ本のタイトルを

裏の記入欄に書き込んでください。大きいマスでは、書いている条件にあった本を選んでください。

読んだ本の数だけハンコをおします。ゴールにたどり着いた方には、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）2019年4月8日（月）～5月12日（日）

（実施期間）2019年4月24日（水）～5月30日（木）

　2019年4月1日より、移動図書館車の運行が一部変更になります。ご利用の方は移動図書館車の

担当にお尋ねください。また、ご不明な点などございましたら、下記連絡先までお問合せください。

◆三光図書館　電話：0979-43-2032（三光公民館内）

（第1・第3金曜日） 西小路地区 ⇒

　 橋本商店

１４：３５～１４：５０

１４：５５～１５：０５

- ２ -

１５：１５～１５：４５

１５：００～１５：１０

１４：３５～１４：５５

ヘルパーステーション
花音（新設）

橋本商店

西小路地区



順位 分類番号 予約数 冊数

1  一切なりゆき 778.2 37 5

2  樹木希林120の遺言 778.2 20 5

3  ノースライト 913.6 17 1

4  宝島 913.6 16 6

5  平成くん、さようなら 913.6 15 3

6  沈黙のパレード　 913.6 14 6

 機捜235 913.6 1

 昨日がなければ明日もない 913.6 6

　　「おしりたんてい　1」「かいけつゾロリ　ZZのひみつ」「旅立ちの島唄」「追憶」

　　「綾小路きみまろ　爆笑！最新ライブセレクション2」「グレイテスト・ショーマン」

　　「ふるさとに生きる　1」の7点です。4月下旬からの貸出予定です。

 図書館上映会

　日時：4月6日（土）、27日（土）　14: 00 ～ 

　（内容）

　  6日（児童）…「ざんねんないきもの事典」
 　27日（一般）…「アガサ・クリスティー　そして誰もいなくなった①」

 　※13日は版画教室、20日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：4月8日、15日、22日（毎週月曜日） 　☆日時：4月17日（水）（毎月第3水曜日）

　　 　　 　 11: 00 ～ 11: 30 　　 　　 　 11: 00 ～ 11: 30 

　☆対象：未就学児 　☆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です。

 ※祝日開館の月曜日は、おはなし会はお休みです。

 あかちゃんタイム

　「あかちゃんタイム」とは、小さなお子さん連れの方にも気兼ねなく図書館を利用していただく

　ために、お子さんの声などが館内に響いても一般のみなさまにご理解頂けるよう図書館で

　設定する時間です。赤ちゃんや小さなお子さんといっしょに、ぜひ図書館にご来館ください！

　☆日時：4月17日（水）（毎月第3水曜日）　 10：30 ～ 12：30　

 源氏物語を読む会  本と映像に親しむ会

　日時：4月4日(木）　13：30～15：30 　日時：4月4日(木）　14:00～17:00

　内容： ５４巻の古典文学「源氏物語」を声に出して 　内容：『私の天皇観』

　　　　　読み、文学作品を味わう。 　　　　　　（渡辺　清　著/辺境社）他2冊

書　　　　　　名 著　　者

樹木　希林／著

‐　３　‐

（2019年3月22日現在）

樹木　希林／著

真藤　順丈

宮部　みゆき／著
13

古市　憲寿／著

横山　秀夫／著

7

東野　圭吾／著

今野　敏／著



～各地の春の展覧会、お見逃しなく!!～

～お知らせ～　「アートスペース中津」4月の展示

4月4日(木)～8日(月)　生涯学習大学活動紹介展

4月10日(水)～29日(月)　「エコでトコトン」障がい者アート応援DISPLAY

　春本番!!気温も高くなり、お出かけが楽しい季節ですね!新年度も、マル美では、美術に関
する耳より情報をお知らせしますので、よろしくお願いいたします。さて、4月は年度の始
まりということで、近隣美術館でも新たな展覧会が開催されます。大分県立美術館(OPAM)
では、コレクション展「没後10年 岩澤重夫に捧ぐ―自然との対話」が開催される予定で
す。岩澤重夫は、お隣日田市出身の日本画家です。大自然を描いた風景画の作品を多く制作
しており、耶馬渓を描いた作品も残しています。今回はOPAMが所蔵する岩澤重夫の作品を
一挙展示する貴重な機会です。2019年4月5日(金)～6月4日(火)までの開催です。お見逃し
なく!!

❆ 今月の『司書が選んだ一冊』❆

- ４ -

◆今月のテーマ◆  アートと音楽の絵本
今月のテーマは「アートと音楽」！絵本で多彩な感性にふれてみてください♪

❄ 今月の『絵本作家さん』❄

ルノワールが描いた、ランチをして

いる人々。どの人が、どの帽子をか

ぶっているのかな…？レオナルド・

ダヴィンチ「最後の晩餐」などなど、

名画の見どころや、おもしろい部分

を抜き出して、絵画の“どこ”にあ

るのかを探し出す絵本です。楽しみ

ながら名画と仲良くなろう！

ブロッコリーさんは床屋さん。髪

の毛のことなら、どんなことでも

引き受けてくれます。髪が固いな

すびくんは、髪型を変えてもらい

に、ブロッコリーさんのお店に行

きました。とうもろこしくんたち

は素敵な髪型になっています。い

よいよ順番が回ってきて…。

◆コメント◆

この絵本は、カラフルなブロッコリーやとうもろこし、

なすなど色々な野菜が登場します。野菜の髪型という発

想が面白く、素敵だなと思いました。この野菜はこんな

髪型なんだ！と野菜を見るのが楽しみになる絵本です。

『ちょきちょきブロッコリーさん』
ふくだ じゅんこ/作 ＰＨＰ研究所

『みずとはなんじゃ？』 小峰書店

🌼 鈴木 まもる さん

『せんろはつづくどこまでつづく』など

🌼 あいはら ひろゆき さん

◆ 作品の一例◆

『くまのがっこう』『がんばれ！ルルロロ』

シリーズなど

『名画 ここどこ』
結城 昌子/著 小学館

『おんがくかいのよる 5ひきのすてきなねずみ』
たしろ ちさと /作 ほるぷ出版

顔を洗ったり、うがいをしたり、飲

んだりする「みず」…。水は一体ど

んなものなのでしょうか？水の色々

な姿や、人や動物の体の中の水の働

きなど、いのちを守る水について描

きます。故かこさとしさんの最後の

絵本に、鈴木さんがあたたかな絵を

添えています。

ある満月の晩、どこからか聞こえて

くる音楽に誘われて、歩き出した5匹

のねずみたち。月明かりの下で歌う

かえるたちの見事な歌声に感動した5

匹は、ねずみの音楽会を計画します。

街で材料を集めて、楽器を作って…。

そしていよいよ次の満月の夜。ねず

みたちの音楽会が始まります。



※A・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)

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

13:40～14:00 上万田 上万田団地

14:10～14:30 豊寿園 豊寿園

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

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

11:10～11:30 高瀬 鶴居文化センター

13:10～13:40 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

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

- ５ -

　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

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

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

11:10～11:30 高瀬 鶴居文化センター

13:10～13:40 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

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

＊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

本屋大賞 決定！!
『そして、バトンは渡された』
瀬尾まいこ／著

新着ＤＶＤがたくさん！
ＤＶＤをより充実させるため、５・６・７月は一般向けの映画やドキュメンタリー、児童向けのアニメや
映画など、いつもよりたくさんの新着資料をご用意しています！

◆アガサ・クリスティー そして誰もいなくなった①

◆必殺仕事人

◆祈りの幕が下りる時

◆みをつくし料理帖①～④

◆ざんねんないきもの事典

◆アナと雪の女王 家族の思い出

◆塔の上のラプンツェル

◆ラプンツェル あたらしい冒険

◆聲の形

◆忍たま乱太郎せれくしょん アルバイトと同室との段

◆北アルプス ドローン大縦走

◆野菜づくりのコツと裏ワザ③・④

５月下旬より貸出開始予定です。
ご予約も受け付け中です！



‐　２　‐

　　　　　　　　　◆今月のテーマ◆  なかよし！な絵本
　　今月は、 家族や友だち と の色々な形の絆を描いた絵本をご紹介し ま す♪

❆ 今月の『司書が選んだ一冊』❆ ❄ 今月の『絵本作家さん』❄

―2―

ヤモリのやもじろうとハリネズミのは

りきちは、赤ちゃんのときから大の仲

良し。でも、いつからかやもじろうは

「はりきちと一緒だとつまらない」と

感じはじめるようになり…。たがいの

違いが見えてきてもなお、変わらない

幼なじみの友情を描いた絵本。

あいうえお五十音をはめこんだ楽しい

ことばあそびうたが､かわいい動物の絵

とともに紹介されています。英語では

【アクロスティック】と呼ぶんですっ

て。おぼえるための絵本というより、

遊ぶための絵本として楽しんでみてく

ださい。

◆コメント◆

「あさ いすの うえで えらそうに おっとせい」。意味はない

けれど、なんだかおかしい文章にハマってしまいます。たの

しいことばあそびえほん、ぜひ親子で声に出して読んでほし

い絵本です。

『あいうえおっとせい』
谷川俊太郎/文 さ・え・ら書房

『どろんここぶた』 文化出版局

 アーノルド・ローベルさん

『ふたりは ともだち』シリーズなど

 長谷川義史さん

◆ 作品の一例◆

『ぼくがラーメンたべてるとき』

『いいから いいから』シリーズなど

『やもじろうとはりきち』
降矢 なな/作 佼成出版社

『ねこざかな』
わたなべ ゆういち/作 フレーベル館

こぶたはどろんこが大好き。ある朝、お

百姓さんのおばさんは家中を大そうじし

て大満足。でも当のこぶたは、大好きな

どろんこがなくなってしまい不満爆発。

「こんなうち、ぴかぴかすぎてつまらな

いや」と、うちを逃げ出して、どろんこ

探しの旅に出ます。

くいしんぼうのねこ。さかなを食べよ

うとしたら、逆にさかなに食べられ

た！そのまま海へとびこんで、歌いな

がら泳ぐうちに、なんだか楽しくなっ

てきて…。

奇想天外な２匹に思わず、くすっとな

る、ねこざかなシリーズ。



順位 分類番号 予約数 冊数

1  一切なりゆき 778.2 44 6

2  樹木希林120の遺言 778.2 26 5

3 そして、バトンは渡された 913.6 20 5

4 ノースライト 913.6 15 3

5 シーソーモンスター 913.6 11 2

妻のトリセツ 143.5 10 2

とめどなく囁く 913.6 10 2

　
　　　

 図書館上映会

　日時：5月4日（土）、18日(土)、25日（土）　14: 00 ～ 

　（内容）

　そして誰もいなくなった②」

 　※11日は版画教室のため

　　　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：5月13日、20日、27日（毎週月曜日） 　☆日時：5月15日（水）（毎月第3水曜日）

　　 　　 　 11: 00 ～ 11: 30 　　 　　 　 11: 00 ～ 11: 30 

　☆対象：未就学児 　☆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です。

 ※祝日開館の月曜日は、おはなし会はお休みです。

 あかちゃんタイム

　「あかちゃんタイム」とは、小さなお子さん連れの方にも気兼ねなく図書館を利用していただく

　ために、お子さんの声などが館内に響いても一般のみなさまにご理解頂けるよう図書館で

　設定する時間です。赤ちゃんや小さなお子さんといっしょに、ぜひ図書館にご来館ください！

　☆日時：5月15日（水）（毎月第3水曜日）　 10：30 ～ 12：30　

 源氏物語を読む会  本と映像に親しむ会

　日時：5月9日(木）　13：30～15：30

　内容：原文を読み、現代語訳とその時代背景、

　　　　　解説等の講義を受ける。

黒川　伊保子／編著

書　　　　　　名 著　　者

樹木　希林／著

桐野　夏生／著

伊坂　幸太郎／著

瀬尾　まいこ／著

6

‐　３　‐

（2019年4月24日現在）

樹木　希林／著

横山　秀夫／著

5月はお休みです

　  ４日（児童）…「おしりたんてい②」
 　18日（名作）…「四月の永い夢」
 　25日（一般）…「アガサ・クリスティー

・５月前半・・・「こどもの読書週間」

・５月後半 ・・・「郷土資料の紹介」

絵本の選び方、読み聞かせの本など

中津市に関する本、ゆかりの人物について

展示内容



※A・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)

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

13:40～14:00 上万田 上万田団地

14:10～14:30 豊寿園 豊寿園

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

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

11:10～11:30 高瀬 鶴居文化センター

13:10～13:40 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

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

- ４ -

　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

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

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

11:10～11:30 高瀬 鶴居文化センター

13:10～13:40 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

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 7/1 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ＤＶＤがたくさん！
ＤＶＤをより充実させるため、今月も一般向けの映画やドキュメンタリー、児童向けのアニメや映画
など、いつもよりたくさんの新着資料をご用意しています！

◆アガサ・クリスティー そして誰もいなくなった②

◆綾小路きみまろ 爆笑！最新ライブベストセレクション①

◆忍たま乱太郎せれくしょん 見逃し厳禁の段

◆ちびまる子ちゃんセレクション 春のエピソード①

◆ちびまる子ちゃんセレクション 動物のエピソード①

◆大科学実験①

◆いのちの林檎

◆四月の永い夢

◆トットてれび①・②

◆ふるさとに生きる②

◆アニマル・ベイビーズ

◆モンスターズ・インク

６月下旬より貸出開始予定です。
ご予約も受け付け中です！

◆ルイの９番目の人生

◆おしりたんてい②

◆リメンバー・ミー

◆嘘八百

全17点



順位 予約数 冊数

1 一切なりゆき 40 6

2 そして、バトンは渡された 23 5

3 樹木希林120の遺言 21 5

シーソーモンスター 5

ノースライト 3

妻のトリセツ 4

メモの魔力 2

１位 ２位 ３位 ４位 ５位

請求記号

019

159.4

220

288.4

332.1

345

488.1

595

596.2

626.9

754.9

B913.6

913.6

913.6

913.6

913.6

913.6

913.6

913.6

933.7

数字 Ａコース

数字 Ｂコース

数字 休み

次号から詳細は保存版で駐車地・時間をご確認ください。

書名

二度読んだ本を三度読む

女の子が自力で生きていくために必要なこと

アジア近現代史

美智子さまのお帽子

日本の「老後」の正体

芥川　靖彦/著

先崎　理之/著

菊池　和子/監修

有元　葉子/著

リラと戦禍の風

それからの四十七士

原　由紀子/監修

荒関　まゆみ/著

焼跡の二十面相

転生

あぶら身をごっそり落とすきくち体操

ふだんの洋食

だれでもできるプランター菜園

エコクラフトの雑貨春夏秋冬

週刊朝日編集部/編

高橋　洋一/著

図会わかる税金　2019-2020年版

日本の渡り鳥観察ガイド

武士の賦

むかしむかしあるところに、死体がありました。

カモフラージュ

検事の信義

路地裏の子供たち

4
伊坂　幸太郎 913.6

佐伯　泰英/著

青柳　碧人/著

上田　早夕里/著

前田　裕二 002.7
6

143.5

（2019年5月20日現在）

書　　　　　　名 著　　者 分類番号

樹木　希林 778.2

瀬尾　まいこ 913.6

樹木　希林 778.2

14
横山　秀夫 913.6

黒川　伊保子

岡本　さとる/著

辻　真先/著

笹本　稜平/著

松井　玲奈/著

柚月　裕子/著

12

スチュアート・ダイベック/著

- 1 -

著者名

柳　広司/著

ジョン・キム/著

岩崎　育夫/著

移動図書館車カレンダー

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

6月



◆今月のテーマ◆  「歴史を感じる」絵本
地球がうまれたころから近代に渡るまで、様々な時代を舞台にした絵本をご用意しました♪

❆ 今月の『司書が選んだ一冊』❆ ❄ 今月の『絵本作家さん』❄

―2―

地球に生命が誕生してから、今こ

の瞬間までのお話をお芝居形式で

語る壮大な絵本。最後には、生命

のリレーのバトンは本を読んでい

るあなたに手渡されます。生きる

よろこびに満ちあふれた、ユニー

クで美しい絵本です。

ツムーリは、かたつむりの子。

ある日、かえるのエールくんの新

しいおうちを見て、自分のうずま

きのカラのおうちがつまらなく思

えてきたツムーリ。そこで、エー

ルくんにお揃いのおうちを作って

もらいますが…。

◆コメント◆

子どもでも大人でも他の人の持っているものがちょっとう

らやましくなることはありますよね。そんな時にこの絵本

を読むと自分のものにだって自分ぴったりの良さがあると

気づけるかも。気づけた後はツムーリとエールのようにお

互いにいいなと思うところを伝えあえたら、最高ですね！

『ツムーリのおうち』
とりごえ まり/作 佼成出版社

『ブルくんとかなちゃん』

🌼 ふくざわ ゆみこ さん

『ぎょうれつのできるパンやさん』など

🌼 わかやま けん さん

◆ 作品の一例 ◆

『おばけのどろんどろんとぴかぴかおばけ』

『こぐまちゃん』シリーズなど

『せいめいのれきし 改訂版』
バージニア・リー・バートン／作

『絵本 江戸のまち』
太田 大輔/作

ブルドッグのブルくんはかなちゃ

んと仲良くなりたいと思うのです

が、ほっぺをなめても、かなちゃ

んのピアノに合わせて歌を歌って

も、かなちゃんは逃げ出してしま

います。どうすれば仲良くなれる

のかな？

江戸時代の東京にタイムスリップ! 

隅田川と両国橋、火事と火消し、長

屋の正月、江戸湊と弁財船…。

江戸の町並みとくらしを細かく描い

た「江戸絵本」。さがしもの絵本と

しても楽しめます。



 図書館上映会

　日時：6月1日（土）、22日（土）、29日（土）　（毎週土曜日）

14：00～

　（内容）

　  1日（児童）…「ドナルド・ダック　

ドナルドの少年団長」

 　22日（一般）…「沖縄を変えた男」

 　29日（児童）…「しまじろうのわお!

ともだちだいすき傑作選」

 　※8日は版画教室、15日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

　☆日時：6月3日、10日、17日、24日（毎週月曜日） 　 11: 00 ～ 11: 30 

　☆対象：未就学児

　☆内容：就学前のこどもに、絵本や紙芝居の読み聞かせ、

手遊びなど、親子で楽しい一時を！

 ※祝日開館の月曜日は、おはなし会はお休みです。

 赤ちゃんおはなし会
　☆日時：6月19日（水）（毎月第3水曜日） 11：00～11：30

　☆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。

 あかちゃんタイム
　「あかちゃんタイム」とは、小さなお子さん連れの方にも気兼ねなく図書館を利用していただく

　ために、お子さんの声などが館内に響いても一般のみなさまにご理解頂けるよう図書館で

　設定する時間です。赤ちゃんや小さなお子さんといっしょに、ぜひ図書館にご来館ください！

　☆日時：6月19日（水）（毎月第3水曜日）　 10：30 ～ 12：30　

 源氏物語を読む会  本と映像に親しむ会

　日時：6月6日(木）　13：30～15：30　　 　日時：6月6日(木）　14:00～17:00　

　内容：原文を読み、現代語訳とその時代背景、 　内容：『逆さに吊るされた男』

　　　　　解説等の講義を受ける。 　　　　　　（田口ランディ　著/河出書房新社）他1冊

‐　3　‐

【代表】小幡記念図書館

〒871-0056 中津市1366番地1（片端町） ◇メールアドレス：tosyokan@city.nakatsu.lg.jp

℡：0979-22-0679/Fax：0979-24-3516 ◇ホームページ： https://libwebsv.city-nakatsu.jp/



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

＊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

ＤＶＤのご利用、お待ちしています！
ＤＶＤをより充実させるため、今月も一般向けの映画やドキュメンタリー、児童向けのアニメや映
画など、たくさんの新着資料をご用意しています！

◆全国共通防災テクニック ｖｏｌ．１

◆全国共通防災テクニック ｖｏｌ．２

◆忍たま乱太郎せれくしょん 忍たま大運動会の段

◆ちびまる子ちゃんセレクション 工作のエピソード①

◆しまじろうアニメ ともだちだいすき傑作選

◆ドナルド・ダック ドナルドの少年団長

◆借りぐらしのアリエッティ

◆ピーターラビット

◆僕のワンダフル・ライフ

◆３秒から始める腰痛体操

◆あの日の写真館 大分県

◆ボクの妻と結婚してください

◆女子的生活①

◆女子的生活②

◆ズートピア

◆関ケ原

全16点

７月下旬より貸出開始予定です。
ご予約も受け付け中です！

場所：小幡記念図書館 【研修室】

期間：７月２６日（金） １４：００～１７：００

７月２７日（土） １４：００～１７：００

７月２８日（日） ９：００～１７：００

制限：１人、１０冊まで

本に親しんでいただくため、
図書館の除籍図書を無料配布します。

本のプレゼントやります！



※希望の工作を１つお選びください

開催日時　：　８月７日（水）

13：30～15：30   ※制作時間が異なります

場所　：　小幡記念図書館　視聴覚室

対象　：　小学生

募集人数　：　30名

材料費　：  ネイチャークラフト・・無料
　　まが玉づくり・・１００円
　　バードコール・・１７０円

募集期間：7月3日～7月29日　　　　　※７月２９日締切

申込方法：申込用紙に記入して、図書館へ提出
ご参加をお待ちしております。 （材料費は開催日にお持ちください）

小幡記念図書館では夏休み期間中の開館日に、

　　視聴覚室を学習室として開放します。

※図書館の行事がある日など、学習に使用できない日もあります。

期間：７月２１日（日）～８月２５日（日）

夏休み工作教室
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学生のみなさん！図書館で勉強しませんか？　　視聴覚室を開放します！

1日図書館司書体験のおしらせ

小幡記念図書館では、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日図書館司書体験を実施しています。

本年も夏休み期間中の７月２２日（月）～８月９日（金）の間、
1日図書館司書としてカウンターでの貸出・返却、本の整理など

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。

まが玉 バードコール ネイチャークラフト



夏休み期間（７月２０日～８月２５日）の間は、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。利用される際は、お気を付けください。

☆　Ａコース

☆　Ｂコース

≪直木賞≫　・・中津市立図書館では全て所蔵しています。

分類番号

913.6 『平場の月』
913.6 『渦　（妹背山婦女庭訓魂結び）』
913.6 『トリニティ』
913.6 『落花』
913.6 『美しき愚かものたちのタブロー』
913.6 『マジカルグランマ』

≪芥川賞≫　・・中津市立図書館では未所蔵の雑誌です。書籍化されていません。

発売予定日

未定 『むらさきのスカートの女』
7月中旬 『カム・ギャザー・ラウンド・ピープル』
6月末 『百の夜は跳ねて』
7月末 『ラッコの家』
7月末 『五つ数えれば三日月が』

分類番号 出版社

913.6 恒川　光太郎/著 角川書店

913.6 結城　真一郎/著 新潮社

913.6 小野　不由美/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

783.7 オグマ　ナオト/著 廣済堂出版

913.6 朱川　湊人/著 講談社

910.2 朝霧カフカ/編 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6 新谷　弘/著 文芸社

493.1 谷口　英喜/著 日本医療企画

069.0 昭文社

596.6 主婦の友社

B913.6 小野　不由美/著 新潮社

新潮　6月号

朝倉　かすみ
大島　真寿美
窪　美澄
澤田　瞳子
原田　マハ
柚木　麻子

文學界　1月号

文學界　6月号

著者名

今村　夏子
高山　羽根子
古市　憲寿
古川　真人
李　琴峰

小説トリッパー　春号

すばる　5月号

作品名

掲載雑誌 作品名

駐車地

駐車地

金曜日 「大幡小学校」　→　「聖ヨゼフ寮」

時間

時間

曜日

曜日

１３：１０～１３：４０（時間変更なし）

水曜日 「小楠小学校」　→　「尚武館」 １３：００～１３：３０（時間変更なし）

金曜日 「如水小学校」　→　「如水保育園」 １３：１０～１３：４０（時間変更なし）

著者
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『夜市』

『名もなき星の哀歌』

『営繕かるかや怪異譚』

『ざっくり甲子園100年100ネタ』

著者名

『十二国記　シリーズ』

『オルゴォル』

『超訳マンガ×オチがすごい文豪ミステリー』

『古今伝授』

『「脱水症」と「経口補水液」のすべてがわかる本（改訂版）』

『大人も楽しい博物館に行こう』

『ババロア・ムース・プリン・ゼリー』

書名

移動図書館車 運行表変更のおしらせ

直木賞・芥川賞ノミネート作品決定！ ※受賞作決定は７月１７日（水）

🍉この夏、オススメする本🍉



課題図書とは？

利用が集中するため、お早目のご予約をおすすめします。
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本の専門家の先生方が、新しく出版されたたくさんの本の中から、
学年や年齢に合わせて読んでほしい本をえらんだものです。

ろうそくはどう消える？割れる、消える、つ
ぶれる…肉眼で見えない「瞬間」を切り
撮った写真絵本。身近な科学に興味がわ
きます！

ハチがご飯になるって知ってた？昔から日
本では、ハチの子を食べる習慣があるの
です。自然や食文化の大切さを伝える絵
本。解説付。

小学校　低学年

母親が仕事でいない日、男の子は火星人
になりきり、何とかやり過ごそうとします。
それをやさしく見守る家族の姿が温かく描
かれているお話。

心って体のどこにあるのかな。むね？あた
ま？手？動物にも心はあるのかな？もの
には？目に見えない心って、いったいなん
だろう？

驚きの食べっぷりですご～く力持ち！土の
中にあった目や耳のつくりなど、意外なも
ぐらの生活を、ユーモアのある絵と文で紹
介。

草野　あきこ
ＰＨＰ研究所

小学館 ほるぷ出版

2019年度　第65回読書感想文コンクール　課題図書

当原　珠樹

伊知地　国夫 横塚　眞己人

ポプラ社 さ・え・ら書房

『魔女ののろいアメ』

魔女が売っていたのは、悪口を１０ごいい
ながらつくる「のろいアメ」。サキが、だいき
らいなおねえちゃんを思いうかべて悪口を
いうと……。

『そうだったのか！
しゅんかん図鑑』

『ハチごはん
　季節のごちそう』

『心ってどこにある
のでしょう？』

『もぐらはすごい』

大すきだったおばあちゃんが、死んだ。お
ばあちゃんとの約束をはたすため、「神さ
ま」に合おうと行動をおこす少年・雄一の
物語。

ヘレン・ピータース

ジャスミンに命をすくわれた子ぶたのトリュ
フ。そして、クリスマスイブに、ある事件が
…「トリュフ、行こう！いよいよ初仕事よ！」

『スタンリーと
ちいさな火星人』

サイモン・ジェームズ

こんの　ひとみ
アヤ井　アキコ

『かみさまに
あいたい』

小学校　中学年

『子ぶたのトリュフ』

あすなろ書房

金の星社
アリス館



ダイアナ・ハーモン・アシャー

小幡記念図書館では今年も七夕飾りを行います！

短冊を用意していますので、

お願いごとを書いてみませんか？
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高等学校

小学校　高学年

ＢＬ出版

かわいい子猫、なまえはニケ。はじめて飼
うことになった小さなすて猫との毎日を、獣
医師がていねいにつむいだ、感動の物
語。

中学校

文研出版 フレーベル館

『マンザナの風に
のせて』

『ぼくとニケ』

片川　優子
講談社

『かべのむこうに
なにがある？』

目のまえにある大きなあかいかべ。いつか
ら？なぜ？かべのむこうの世界を知りたいと
思ったねずみは…。かべとは何かを考えて
みよう。

星に願いを

第二次世界大戦のアメリカ。そこには日系
アメリカ人強制収容所が存在した。愛犬を
声を失ったマナミは、家族とともに苦難を
乗りこえていく。

樹齢数千年といわれる縄文杉発見から５０
年あまり。日本で初めて世界遺産登録され
た美しい島、屋久島にかくされた「もうひと
つ」の姿とは？

ブリッタ・テッケントラップ

ロイス・セパバーン

岩崎書店

武田　剛

『サイド・トラック』

『もうひとつの
屋久島から』

評論社

『星の旅人』

小前　亮
小峰書店

『ある晴れた
夏の朝』
小手鞠　るい

2019年度　第65回読書感想文コンクール　課題図書

『ヒマラヤに学校を
つくる』
吉岡　大祐
旬報社

偕成社

『この川のむこうに
君がいる』
濱野　京子
理論社

『ザ・ヘイト・
ユー・ギヴ』

アンジー・トーマス



順位 分類番号 予約数 冊数

1 一切なりゆき 778.2 37 6

2 そして、バトンは渡された 913.6 26 5

3 樹木希林１２０の遺言 778.2 25 5

4 ノースライト 913.6 20 3

5 平場の月 913.6 18 1

6 メモの魔力 2.7 14 2

7 妻のトリセツ 143.5 13 2

２位　 ３位 ４位 ５位

『小説という毒を浴びる』 桜庭　一樹／著

『大人の人間関係 心理の迷宮大事典』 おもしろ心理学会／編

『明日話したくなる元号・改元』 阿部　泉／執筆・監修

『俺か、俺以外か。』 ROLAND／著

『シニアのための防災手帖』 三平　洵／監修

『鎌田式「スクワット」と「かかと落とし」』 鎌田　實／著

『農家ごはんと旬野菜レシピ』 枝元　なほみ/著

『おおいたの美味しいパンの本　２』 大分インフォメーションハウス株式会社/発行

『植物の病気と害虫防ぎ方・なおし方』 草間　祐輔／著　

『知っておきたい75歳からの運転免許』

『きのう何食べた?〜シロさんの簡単レシピ〜』 講談社/編

『友情　２』 山中　伸弥/編

『アンサーゲーム』 五十嵐　貴久/著

『美しき愚かものたちのタブロー』 原田　マハ/著

『暁天の星』 葉室　麟／著

『旅は道づれきりきり舞い』 諸田　玲子／著

『動乱の刑事』 堂場　瞬一／著

『笑え、シャイロック』 中山　七里/著

『不惑の老後』 曽野　綾子/著

『ずっとやめたかったこと、こうしてやめられました。』汐街　コナ／著

『インド神話物語マハーバーラタ　上・下』 デーヴァダッタ・パトナーヤク／文・画

『図書館司書と不死の猫』 リン・トラス/著

前田　裕二

書名 著者名

（2019年6月21日現在）

黒川　伊保子

展示内容

（2019年6月21日現在）

書　　　　　　名 著　　者

樹木　希林

朝倉　かすみ

樹木　希林

瀬尾　まいこ

横山　秀夫

‐　5　‐

・７月・・・「推理小説のスゝメ」
推理小説の大家、江戸川乱歩の忌日にちなみ、

国内外の推理小説（ミステリー）を紹介します。

分類番号

019　ｻ

140.4　ｵ

210.0　ｱ

289.1　ﾛ

369.3　ｼ

498.3　ｶ

596.3　ｴ

596.6　ｵ

623　ｸ

685.1　ｼ

778.8　ｷ

783.4　ﾋ

913.6　ｲ

913.6　ﾊ

913.6　ﾊ

913.6　ﾓ

913.6　ﾄ

913.6　ﾅ

914.6　ｿ

916　ｼ

929.8　ｲ

933　ﾄ

今月の企画コーナー

１位



◆今月のテーマ◆   全国学校図書館協議会 選定 『よい絵本』
ベストセラーから近年の良書まで、子どもへの読み聞かせにぴったりな「よい絵本」を紹介します♪

❆ 今月の『司書が選んだ一冊』❆ ❄ 今月の『絵本作家さん』❄
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まけるもんか！ついにきた、優勝

きめる大一番。横綱・武留道山(ぶ

るどうざん)にいどむは、小結・明

の海(あけのうみ)。みあってみ

あって、はっきょい！「どーん」

「ばちーん」とぶつかりあう体と

体。すもうのとりくみのおもしろ

さがつまった絵本。

季節は春。歌うのが大好きなこじ

かの女の子、ハミングミントは、

お気に入りのぼうしがないことに

気づきました。森に忘れてきたの

かもしれません。仲間たちに、ぼ

うしを見なかったか聞いてみると

…。

◆コメント◆

ハミングミントは、春に産まれた優しい鹿の女の子。お気

に入りの帽子をさがしにでかけます。ハミングミントも、

一緒に帽子を探す森の仲間たちも優しくて、読んでいて

ほっこりする作品です。最後に探し絵もあるので、何度も

開いて確かめてみて下さい。

『ハミングミント』
あさの みどり/作 岩崎書店

『あかんぼっかん』 偕成社

🌼 ザ・キャビンカンパニー さん

『しんごうきピコリ』『よるです』など

🌼 エマ･チチェスター･クラーク さん

◆ 作品の一例 ◆

『だいすきよ、ブルーカンガルー！』など

『はっきょいどーん』
やまもと ななこ/作 講談社

『クレヨンからのおねがい！』
ドリュー・デイウォルト/文 ほるぷ出版

小さな島の火山から生まれた、大き

な赤ちゃん。煙を吐き上げ、大岩を

投げ、臭いおならをして大暴れ。で

も、赤ちゃんの涙は川になり、温泉

もできて…。九州に暮らすふたりが、

大地の営みを迫力満点に描いた絵本。

ケビンが絵をかこうとクレヨンの箱

を取り出すと、クレヨンたちから手

紙の束が。赤いクレヨンは「年がら

年中働きっぱなしだから、休ませて

くれ」と。ほかのクレヨンも、たま

りにたまった気持ちを手紙にぶつけ

ていました。さて、手紙を読み終え

たケビンはどうしたのでしょう…？



　日時：7月6日（土）、20日（土）、27日（土）　(毎週土曜日)

14：00～
　場所：視聴覚室

　（内容）

　  6日（児童）…「おしりたんてい③」

 　20日（名作）…「最高のふたり」

 　27日（一般）…「二重被爆」

 　※13日は版画教室のため　図書館上映会はお休みです。

　☆日時：7月8日、22日、29日（毎週月曜日）
 11: 00 ～ 11: 30 

　☆対象：未就学児

　☆内容：就学前のこどもに、絵本や紙芝居の読み聞かせ、

手遊びなど、親子で楽しい一時を！

 ※祝日開館の月曜日は、おはなし会はお休みです。

　☆日時：7月17日（水）（毎月第3水曜日）

11: 00 ～ 11: 30 

　☆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。

　「あかちゃんタイム」とは、小さなお子さん連れの方にも気兼ねなく図書館を利用していただく

　ために、お子さんの声などが館内に響いても一般のみなさまにご理解頂けるよう図書館で

　設定する時間です。赤ちゃんや小さなお子さんといっしょに、ぜひ図書館にご来館ください！

　☆日時：7月17日（水）（毎月第3水曜日）　 10：30 ～ 12：30　

　日時：7月4日(木）　13：30～15：30　　

　内容：原文を読み、現代語訳とその時代背景、

　　　　　解説等の講義を受ける。
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7月はお休みです

 図書館上映会

 おはなし会

 赤ちゃんおはなし会

 あかちゃんタイム

 源氏物語を読む会  本と映像に親しむ会

【代表】小幡記念図書館

〒871-0056 中津市1366番地1（片端町） ◇メールアドレス：tosyokan@city.nakatsu.lg.jp

℡：0979-22-0679/Fax：0979-24-3516 ◇ホームページ： https://libwebsv.city-



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

第161回直木賞・芥川賞受賞作が7月17日に決定しました

直木賞・芥川賞 決定！

夏こそ、からだを
温めよう‼

クーラーの効いた部屋や冷たい食べものの食

べ過ぎで、皆さんの体は意外に冷えています。

そこで！体の内側から温める方法・食べ物・

体操・ヨガなどの本を紹介します。

直木賞 大島真寿美／著

『渦 妹背山婦女庭訓魂結び』

芥川賞 今村夏子/著

『むらさきのスカートの女』

江戸時代、芝居小屋が立ち並ぶ大阪道頓堀。虚実の渦を作り出した、
もう一人の近松がいた・・・。浄瑠璃作者・近松半二の生涯を描いた、
著者初の時代小説。

近所に住む「むらさきのスカートの女」が気になる〈わたし〉。

自分と同じ職場で働くよう彼女を誘導し、その生活を観察し続け・・・。

狂気と紙一重の狡猾さ。〈わたし〉が望むものとは？



小幡記念図書館では夏休み期間中の開館日に、

視聴覚室を学習室として開放します。

※図書館の行事がある日など、学習に使用できない日もあります。

期間：７月２１日（日）～８月２５日（日）
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学生のみなさん！夏休みは図書館で勉強しませんか？　視聴覚室を開放します！

1日図書館司書体験のおしらせ

 小幡記念図書館では、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日図書館司書体験を実施しています。

 夏休み期間中の７月２２日（月）～８月９日（金）の間、小学生が
1日図書館司書としてカウンターでの貸出・返却、本の整理など
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。

どなたでもご利用できます。貸出カウンター左の棚にも点訳資料を多数ご用意しております。

【点訳絵本】
・『あなたをずっとずっとあいしてる』

（宮西達也 作絵、ポプラ社）

・『やさしさとおもいやり』 （宮西達也 作絵、ポプラ社）

・『キラキラｯとほしがかがやきました』

（宮西達也 作絵、ポプラ社）
・『メリークリスマスおおかみさん』

（宮西達也 作絵、女子パウロ会）

【点訳本】

・『フィナーレを迎えるキミへ』 （全３冊）

（咲セリ 著、ペットライフ社）



上映会へお越しください
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図書館でＤＶＤの上映会を行っているのをご存知ですか？
児童向け・一般向け、様々な作品を上映しています。
８月は夏休みに合わせ、児童向けはお子さんたちに大人気の作品を上映予定です！

８月３日（土）の上映予定作品

８月１０日（土）の上映予定作品

日時：土曜日 午後２時～
場所：小幡記念図書館 視聴覚室

８月３１日（土）の上映予定作品

入場無料・申込み不要です。
お気軽にお越しください🎵

「忍たま乱太郎 忍術学園全員出動!の段」

「沖縄を変えた男」 （一般向け）

「おしりたんてい ４」

忍たまたちの夏休みの宿題が入れ替わってしまい、１年生の喜
三太に、６年生用の「オーマガトキ城主のふんどしをとれ」と
いう宿題が。オーマガトキ城は戦の真っ最中。行方不明の喜三
太を探すため、忍術学園全員が出動する。【７８分】

1990、1991年、沖縄水産高校は夏の甲子園で２年連続準
優勝を果たした。そこには、野球に生涯を捧げた名将・栽弘
義の姿があった。彼はなぜ、勝つことにこだわったのか。実
話を基にした感動のドラマ。【１２０分】

レディーにやさしくスイートポテトが大好きな「おしりたん
てい」が助手のブラウンとともに、事件をププッと解決！お
しりたんていにあこがれているコアラちゃんが「じょしゅに
して！」といってきた。第１０～１３話収録。【８０分】

館内ポスターや図書館だよりで上映予定作品を
毎月お知らせしています！お楽しみに！

8月1７日は美術鑑賞講座、２４日は
版画教室のため上映会はお休みです。



夏休み期間（７月２０日～８月２５日）の間は、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。利用される際は、お気を付けください。

☆　Ａコース

☆　Ｂコース
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水曜日 「小楠小学校」　→　「尚武館」 １３：００～１３：３０（時間変更なし）

金曜日 「如水小学校」　→　「如水こども園」

※先月号に「如水こども園」を「如水保育園」と記載していました。お詫びして、訂正いたします。

曜日

曜日

【図書館の歴史】

　「小幡記念図書館」の生みの親、小幡篤次郎は中津藩の武士の家に生ま
れ、福沢諭吉の右腕となり、慶応義塾の塾長もつとめた人物です。
有名な『学問のすすめ』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の
半分が寄贈され（もう半分は慶応義塾大学へ寄贈）、中津図書館が設立さ
れました。
　図書館の館内には、小幡篤次郎の記念コーナーもありますので、ぜひご
覧ください。より詳しく小幡篤次郎について知ることが出来ます。

　明治４２年（１９０９年）、小幡篤次郎の遺志によって「中津図書館」が誕生。明治４５年（１９１２
年）に「小幡記念図書館」改称しました。
明治２２年（１９４７年）には中津市に寄付され、「中津市立小幡記念図書館」となりました。
平成５年（１９９３年）に現在の場所に新築移転し、平成１７年（２００５年）の市町村合併を経て三
光・本耶馬渓・耶馬溪・山国の図書館４館を加えた中津市立図書館がスタートしました。

１３：１０～１３：４０（時間変更なし）

１３：１０～１３：４０（時間変更なし）

　小幡記念図書館は、中津城の近くにある図書館です。
郷土の偉人、福沢諭吉の右腕として活躍した”小幡篤次郎”の遺
言によって誕生した図書館なので「小幡記念図書館」といいます。
明治４２年（１９０９年）に開館したので、１００年以上の歴史があり
ます。
　現在の図書館は、平成５年（１９９３年）に新しく建て替えられた
建物で、「公共建築百選」建設大臣賞も受賞しています。

【図書館について】

【小幡篤次郎について】

駐車地

駐車地

金曜日 「大幡小学校」　→　「聖ヨゼフ寮」

時間

時間

移動図書館車 運行表変更のおしらせ

もっと知りたい！図書館のこと ??



小幡 三光 本耶馬渓 耶馬溪 山国 全館

213,075 26,645 14,309 41,781 53,815 349,625

1,852 273 262 224 299 2,910

5,733 320 262 270 2,309 2,309

220,660 27,238 14,833 42,275 56,423 361,429

小幡 三光 本耶馬渓 耶馬溪 山国 全館

398,224 47,221 30,180 30,959 12,740 519,324

20,537 2,049 1,440 1,066 479 25,571

13,849 1,913 1,949 615 1,188 19,514

432,610 51,183 33,569 32,640 14,407 564,409

一般 児童 合計

105,623 26,926 132,549

小幡 三光 本耶馬渓 耶馬溪 山国 全館

19 3 2 3 2 29

（12） （2） （2） （2） （1） （19）

三光 本耶馬渓 耶馬溪 山国

38 32 39 36

　夏休み期間中は利用人数が通常開館日より大変多くなり、様々な方が利用しています。
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のことにつきまして
ご注意ください。

視聴覚資料

合計

図書

雑誌

積載冊数

視聴覚資料

約3,000冊 約2,500冊 約2,500冊

移動図書館車

※蔵書数・貸出数・利用者人数・職員数は2019年3月末日のデータです。
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三光・本耶馬渓地域

蔵書数

貸出数

図書館の本の冊数、利用人数や移動図書館車について

登録者人数 44,862

職員数
(カッコ内は司書数）

合計

利用人数

図書

雑誌

貴重品は必ず携帯する

自転車の鍵は必ずかける 居眠りをしない

荷物を置いて離席しない

毎週木曜日に約250冊入荷します。新着図書

サービスポイント数 52

耶馬溪・山国地域旧中津地域

もっと知りたい！図書館のこと



順位 分類番号 予約数 冊数

1 希望の糸 913.6 38 5

2 一切なりゆき 778.2 33 6

3 そして、バトンは渡された 913.6 24 5

3 ノーサイド・ゲーム 913.6 24 4

5 平場の月 913.6 23 3

6 樹木希林１２０の遺言 778.2 19 5

7 ノースライト 913.6 17 3

２位　 ３位 ３位　　 ５位

「おしりたんてい③」・「最高のふたり」・「二重被爆」・「ウィンストン・チャーチル」
「ちびまる子ちゃんセレクション　夏のエピソード」・「空海」　以上６点です。
※８月下旬からの貸出予定です。

アレクサｖｓシリ ジェイムス・ブラホス/著

今すぐ使えるかんたんWord & Excel & PowerPoint技術評論社編集部/著

「ひとりで頑張る自分」を休ませる本 大嶋　信頼/著

絶景神社 ＰＨＰ研究所/編

考古学から学ぶ古墳入門 松木　武彦/編著

アースダイバー 中沢　新一/著

日本のマクロ経済政策 熊倉　正修/著

最新図解スッキリわかる！介護保険 本間　清文/編著

もっと知りたい動物園と水族館 小宮　輝之/著

よくわかる最先端白内障治療 湯川　聡/著

長友佑都のファットアダプト食事法 長友　佑都/著

５０代からの老後のお金のつくり方 深田　晶恵/著

和布で作りたい季節の飾り物＆こもの ブティック社

そうめんの本 市瀬　悦子/著

フルーツパトロール 伊藤　まさこ/著

はじめてのメルカリの使い方 桑名　由美/著

手塚治虫９９のことば 手塚　治虫/著

炎天夢 今野　敏/著

旧友再会 重松　清/著

希望の糸 東野　圭吾/著

さよならの儀式 宮部　みゆき/著

673.3

726.1

913.6

913.6

913.6

913.6

210.3

596.3

213.6

332.1

364.4

596.6

著者名

（2019年7月17日現在）

007.1

007.6

146.8

175.9

東野　圭吾

瀬尾　まいこ

樹木　希林

‐　5　‐

480.7

496.3

498.5

591

594

書名

朝倉　かすみ

横山　秀夫

分類番号

（2019年7月18日現在）

書　　　　　　名 著　　者

池井戸　潤

樹木　希林

１位



◆今月のテーマ◆ 「こわ～い」絵本
かわいいおばけから、大人でもゾゾッと怖くなる絵本まで、いろんなこわ～い絵本を集めました♪

❆ 今月の『司書が選んだ一冊』❆ ❄ 今月の『絵本作家さん』❄
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ハラハラ、ドキドキ！ちょっと

こわいおばけの正体はまさか

の！？予想外の展開にびっくり、

どっきり間違いなし。斬新な絵

本を発表し続けて話題の人気ユ

ニット・tupera tuperaのおば

け絵本。

北海道・大雪山のふもとに降った

天然の雪の結晶の写真に、谷川俊

太郎のことばを添えた写真絵本。

自然が作った形の美しさ、ふしぎ

さと、そこから生み出された言葉

のきらめきを感じ取れる一冊。

◆コメント◆

みなさんは、雪の結晶を見たことはありますか？六角形の

透明な雪の結晶は、キラキラしていてまるで宝石のようで

す。濃い青を背景にした美しい写真と、素敵な言葉で目か

ら涼しくなってください♪

『きらきら』
谷川 俊太郎／文，吉田 六郎／写真 アリス館

『うみべのおとのほん』 ほるぷ出版

🌼 レナード・ワイスガードさん

『たいせつなこと』マーガレット・ワイズ・ブラウン／さく

『たんじょうびおめでとう！』〃 など

🌼 えがしら みちこさん

◆ 作品の一例 ◆

『なきごえバス』『あめふりさんぽ』など

『おばけだじょ』
tupera tupera/作 講談社

『あずきとぎ』
京極 夏彦/文 岩崎書店

大きなセイルボートに乗って海にやっ

てきた、子犬のマフィン。耳をすませ

ると、いろんな音が聞こえてきます。

それはどんな音かしら? 子どもの心を

とらえるマーガレット・ワイズ・ブラ

ウンの文にワイスガードさんの素敵な

絵がついた美しい絵本。

しょきしょきしょき。川で変な音

を聞いたぼく。おじいちゃんは、

あずきとぎというおばけがあずき

を洗う音だと言う。おばけなんか

いないさ。次の日も川に行くと、

あの音が聞こえ…。京極夏彦の妖

怪えほんシリーズ。



　日時：8月3日（土）、10日（土）、31日（土）　(毎週土曜日)

14：00～
　場所：視聴覚室

　（内容）

　  3日（児童）…「忍たま乱太郎　忍術学園全員出動の段」

 　10日（児童）…「おしりたんてい　④」

 　31日（一般）…「沖縄を変えた男」

　　　詳細を２ページに掲載していますので、ぜひご覧ください。

 　※17日は美術鑑賞講座のため、24日は版画教室のため図書館上映会はお休みです。

　☆日時：8月5日、19日、26日（毎週月曜日）
 11: 00 ～ 11: 30 

　☆対象：未就学児

　☆内容：就学前のこどもに、絵本や紙芝居の読み聞かせ、

手遊びなど、親子で楽しい一時を！

 ※祝日開館の月曜日は、おはなし会はお休みです。

　☆日時：8月21日（水）（毎月第3水曜日）

11: 00 ～ 11: 30 

　☆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。

　「あかちゃんタイム」とは、小さなお子さん連れの方にも気兼ねなく図書館を利用していただく

　ために、お子さんの声などが館内に響いても一般のみなさまにご理解頂けるよう図書館で

　設定する時間です。赤ちゃんや小さなお子さんといっしょに、ぜひ図書館にご来館ください！

　☆日時：8月21日（水）（毎月第3水曜日）　 10：30 ～ 12：30　

　日時：8月1日(木）　13：30～15：30　　 　日時：8月1日（木）　14：00～17：00

　内容：原文を読み、現代語訳とその時代背景、 　内容：『不死身の特攻兵』

　　　　　解説等の講義を受ける。
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（鴻上尚史　著/講談社）　他2冊

 図書館上映会

 おはなし会

 赤ちゃんおはなし会

 あかちゃんタイム

 源氏物語を読む会  本と映像に親しむ会

【代表】小幡記念図書館

〒871-0056 中津市1366番地1（片端町） ◇メールアドレス：tosyokan@city.nakatsu.lg.jp

℡：0979-22-0679/Fax：0979-24-3516 ◇ホームページ： https://libwebsv.city-



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

＊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

夏休みイベント 開催しました！

★ ８月７日 工作教室 ★

ネイチャークラフト・まが玉・

バードコール を総勢３０名のみなさんが参加しました！

★ 夏休み絵本のプレゼント ★

★ １日図書館司書体験 ★

市内の小学校から

小楠小・三保小・和田小・

如水小・今津小・鶴居小・

大幡小・豊田小・南部小・

沖代小・北部小

のみなさんが体験しました。

利用者のみなさま、ご協力ありがとうございました。

３日間で６００名以上の方々が

来館され、約３０００冊の本が

新しい持ち主のもとへと渡って

行きました。



順位 分類番号 予約数 冊数

1 希望の糸 913.6 42 5

2 一切なりゆき 778.2 27 6

3 平場の月 913.6 24 5

4 さよならの儀式 913.6 23 4

5 ノーサイド・ゲーム 913.6 22 3

6 そして、バトンは渡された 913.6 20 5

7 渦 913.6 16 3

２位　 ３位 ４位　　 ５位

「おしりたんてい④」・「忍たま乱太郎　忍術学園全員出動！の段」・「沖縄を変えた男」

「ちいさなプリンセス ソフィア　どうぶつのおともだち」・「北斎ミステリー」・「ゆずりは」

「ワンダー　君は太陽」・「空飛ぶタイヤ」以上８点※9月下旬からの貸出予定です。

三国志への招待 三国志の会

大隈重信　上・下 伊藤　之雄

るるぶ九州ベスト‘20 JTBパブリッシング

資格取り方選び方全ガイド　2021年版 高橋書店編集部

ひとり老後、賢く楽しむ 岸本　葉子

ことばにできない宇宙のふしぎ エラ・フランシス・サンダース

わけあってこの名前 いずもり　よう

にっぽんのスズメと野鳥仲間 中野　さとる

ど忘れをチャンスに変える思い出す力 茂木　健一郎

内臓脂肪を減らす食べ方 日本実業出版社

50歳を過ぎたらやってはいけないお金の話 山中　伸枝

ハンドメイドアクセサリーの本 日本ヴォーグ社

『朝仕込み』だから、帰ってすぐできる!おいしいレシピのひみつ堤　人美

濃いめがおいしい至福のプリン 柳瀬　久美子　ほか

幸運を引き寄せる冷蔵庫 ｓｕｍｉｋｏ

寄りそう猫 佐竹　茉莉子

るるぶラグビー日本代表 日本ラグビーフットボール協会／監修

烈風ただなか あさの　あつこ

氷獄 海堂　尊

営繕かるかや怪異譚　その２ 小野　不由美

旅仕舞 佐伯　泰英

池井戸　潤

大島　真寿美

分類番号

（2019年8月16日現在）

書　　　　　　名 著　　者

宮部　みゆき

樹木　希林

東野　圭吾

朝倉　かすみ

瀬尾　まいこ

‐　1　‐

491.3　ﾓ

498.5　ｸ

591　ﾔ

594　ﾊ

596　ﾂ

書名 著者名

（2019年8月16日現在）

222.0　ｻ

289.1　ｵ

291.9　ﾙ

366.2　ｼ

367.7　ｷ

596.6　ｺ

404　ｻ

480.3　ｲ

488.2　ﾆ

596.9　ｺ

645.6　ｻ

783.4　ﾙ

913.6　ｱ

913.6　ｶ

913.6　ｵ

B　913.6　ｻ

１位



◆今月のテーマ◆  「宇宙・夜・空」の絵本
見上げてみると神秘と発見の宝庫✨『宇宙・夜・空』の絵本をご紹介します♪

❆ 今月の『司書が選んだ一冊』❆ ❄ 今月の『絵本作家さん』❄

― 2 ―

宇宙に生き物はいないの? 宇宙

人にはどうしたら出会えるの? 

いのちはどうやって生まれた

の? 人間は宇宙人や地球外生命

をどう考えてきたのか。「かぐ

や姫」から宇宙生命探査の最先

端まで、大きな流れをやさしく

描きます。

私は「春」。季節が巡る中で、

「秋」に会ったことがない私は、

「秋」に手紙を書くことを思い

つき…。春と秋の往復書簡を通

して、季節の素晴らしさ、相手

を思いやる心など、忘れつつあ

る大事なことを描きます。

◆コメント◆

永遠に会うことのない２つの季節”はる”と”あき”。

手紙のやりとりで、お互いの季節の良い所を知ることがで

きました。季節の良さや、相手を思いやる心も芽生えます。

美しい文章と、それに寄り添う絵はとても可愛らしいです。

『はる と あき』
斉藤 倫・うきまる/作 小学館

『やきいもするぞ』 ゴブリン書房

🌼 おくはら ゆめ さん

『シルクハットぞくはよなかのいちじにやってくる』

『たんぽぽはたんぽぽ』など

🌼 角野 栄子さん

◆ 作品の一例◆

『いろはにほほほ』『さあ、なげますよ』など

『絵本 眠れなくなる宇宙といのちのはなし』
佐藤 勝彦/作 講談社

『わたし、お月さま』
青山 七恵/文 NHK出版

森のみんなはやきいもが大好き。

おなかいっぱい食べたあとは、

おなら大会のはじまりです。か

わいいおなら、元気なおなら、

おどりたくなるおなら…。いち

ばんいいおなら、したのはだあ

れ?

ひとりぼっちで寂しがり屋のお月

さまは、昔自分を訪ねてきた宇宙

飛行士さんに会うため、地球へ行

きました。お月さまは世界中を

回って、あこがれの人を探します。

するとある夜、お月さまはどこへ

行ってしまったの?と、ないてい

る女の子と、おじいさんがいて…。



　日時：9月7日（土）、14日（土）、21日、28日（土）　(毎週土曜日)
14：00～

　場所：視聴覚室

　（内容）

　  7日（一般）…「アンを探して」

 　14日（児童）…「さらばまったりの日々よ
おじゃる丸スペシャル」

 　21日（名作）…「海角七号」

 　28日（児童）…「しまじろうアニメ　
おやこのポカポカ傑作選」

　☆日時：9月9日（毎週月曜日）
 11: 00 ～ 11: 30 

　☆対象：未就学児

　☆内容：就学前のこどもに、絵本や紙芝居の読み聞かせ、

　手遊びなど、親子で楽しい一時を！

 ※祝日開館の月曜日は、おはなし会はお休みです。

　☆日時：9月18日（水）（毎月第3水曜日）
11: 00 ～ 11: 30 

　☆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はなし会です。

　「あかちゃんタイム」とは、小さなお子さん連れの方にも気兼ねなく図書館を利用していただく

　ために、お子さんの声などが館内に響いても一般のみなさまにご理解頂けるよう図書館で

　設定する時間です。赤ちゃんや小さなお子さんといっしょに、ぜひ図書館にご来館ください！

　☆日時：9月18日（水）（毎月第3水曜日）　 10：30 ～ 12：30　

　日時：9月5日(木）　13：30～15：30　　
　内容：原文を読み、現代語訳とその時代背景、
　　　　　解説等の講義を受ける。

・・・9月16日は敬老の日。介護や長生きについてのエッセイ、介護食のレシピなどを集めます。

・・・2019年10月4日（金）中津文化会館にて、九州出身の直木賞作家が「戦国」を語ります。
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今月の企画コーナー

☆　敬老の日

☆　安部龍太郎著作展示

９月はお休みです

 図書館上映会

 おはなし会

 赤ちゃんおはなし会

 あかちゃんタイム

 源氏物語を読む会  本と映像に親しむ会

【代表】小幡記念図書館

〒871-0056 中津市1366番地1（片端町） ◇メールアドレス：tosyokan@city.nakatsu.lg.jp

℡：0979-22-0679/Fax：0979-24-3516 ◇ホームページ： https://libwebsv.city-



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

＊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

　10月12日に中津市出身の作者、小野不
由美さんの人気シリーズ『十二国記』の新
刊が出版されます。
また、11月9日に続刊の３巻４巻も出版さ
れます。ぜひ、この機会にシリーズもご覧
ください。

『白銀の墟 玄の月
①②』

※読書週間中さまざまなイベントを企画しています。

詳しくは中面をご覧ください。

はくぎん おか くろ



順位 分類番号 予約数 冊数

1 希望の糸 913.6 47 7

2 一切なりゆき 778.2 24 6

3 落日 913.6 20 6

4 大家さんと僕　これから 726.1 19 5

4 さよならの儀式 913.6 19 5

6 むらさきのスカートの女 913.6 18 5

7 そして、バトンは渡された 913.6 15 5

２位　 ３位 4位

「アンを探して」・「さらばまったりの日々よ　おじゃる丸スペシャル」・「終わった人」

「しまじろうアニメ　おやこのポカポカ傑作選」・「海角七号」・「プーと大人になった僕」

「プーと大人になった僕」・「未来のミライ」「ちびまる子ちゃん　秋のエピソード①」

「ジュラシック・ワールド」　以上９点 ※9月下旬からの貸出予定です。

同窓会に行けない症候群 鈴木　信行

ウニヒピリのおしゃべり 吉本　ばなな

新視点関ケ原合戦 白峰　旬

るるぶ温泉＆宿　九州〔2019〕 JTBパブリッシング

NISA概論 日本証券業協会

ひとりサイズで、気ままに暮らす 阿部　絢子

死ぬんじゃねーぞ！！ 中川　翔子

世界のかわいい動物の赤ちゃん パイインターナショナル

老筋トレ 枝光　聖人

人生が輝く！家事の「しないこと」リスト 石阪　京子

めんどくさがり母さんの最強ずるメシ マルサイ

むね肉レシピ365日 山中　順子

幸せを呼ぶキッチンの片づけ術 さらだ　たまこ

図解「ペダルの踏み間違い」はこれで防ぐ 高齢者安全運転支援研究会

漂流キャスター日誌 金平　茂紀

落日 湊　かなえ

トリガー　上・下 真山　仁

落花狼藉 朝井　まかて

老年を面白く生きる 曽野　綾子

あきない世傳金と銀　７ 高田　郁

699.6

913.6

913.6

913.6

914.6

B913.6

291.9

597.5

338.8

367.7

371.4

681.3

書名 著者名

（2019年9月18日現在）

159

159

210.4

樹木　希林

東野　圭吾

湊　かなえ

今村　夏子

‐　1　‐

480

498.3

590

596

596.3

4位　　

宮部　みゆき

瀬尾　まいこ

分類番号

（2019年9月18日現在）

書　　　　　　名 著　　者

矢部　太郎

１位



「山中清一郎と櫟映舎」　会期：令和元年10月26日(土)～12月2日(月)

～木村記念美術館企画展「山中
ヤ マ ナ カ

清一郎
セ イ イ チ ロ ウ

と櫟
レ キ

映舎
エ イ シ ャ

」開催!!～

◆今月のテーマ◆ 「ユーモア」の絵本
秋の夜長に読んでみませんか？笑顔になれるいろんな”ユーモア”の絵本をご紹介します♪

❆ 今月の『司書が選んだ一冊』❆ ❄ 今月の『絵本作家さん』❄

―2―

～お知らせ～　「アートスペース中津」１0月の展示
10月2日(水)～14日(月)　 中津ラグビースクール写真展―もう一つのノーサイドゲーム―

10月16日(水)～28日(月)　「山川宏　水彩画展～床屋のオヤジが風景をCut!～」
10月30日(水)～11月11日(月)　真珠園　臨床美術作品展

　段々と秋らしくなってきましたね。「芸術の秋」ということで、木村記念美術
館でも企画展第二弾を行います。「山中清一郎と櫟映舎」と題し、中津ゆかりの
画家山中清一郎と彼も所属していた中津の美術団体「櫟映舎」を取り上げた展覧
会を開催します。期間中には、関連イベントとしてギャラリートークやワーク
ショップも実施予定です。詳細は、図書館・美術館で配布の企画展チラシをご覧
ください。ご来館をお待ちしています!!

宇宙人はいると信じて、遠い星

にやってきた主人公。「必ずみ

つけてみせる」と意気込むが、

まわりには岩と土しか見えなく

て…。宇宙人はいるのか、いな

いのか? 読者だけが答えを知っ

ている、ユーモア絵本。

しずかさには、いろいろある。

家中で最初に起きた人の、しん

としたしずかさ。内緒話をして

いるな、と思うときの、きまず

いしずかさ…。子どもの日常の、

様々な「しん」とする場面を描

いた絵本。

◆コメント◆

この本は、色々なしずかさのシーンを描いています。

アレッ！よーく見ると、ドキッとしてシーンとなるよ

うな影があります。

『しんと しずかな、ほん』
デボラ・アンダーウッド/文 光村教育図書

『ちきゅうがウンチだらけにならないわけ』

福音館書店

🌼 松岡 達英 さん

『ぴょーん』『よるになると』など

🌼 西村 敏雄 さん

◆ 作品の一例 ◆

『いろはにほほほ』『さあ、なげますよ』など

『たかこ』
清水 真裕/文 童心社

『うちゅうじんはいない!?』
ジョン・エイジー／作・絵 フレーベル館

生きものがみんな、あちらこち

らでウンチをしたら、地球はウ

ンチだらけになってしまうので

は? 誰もが一度は心配したこと

があるこの問題を通して、自然

界でのウンチの役割を解説しま

す。

ぼくのクラスにやってきた、転校

生の女の子。「たかこ」っていう

名前なんだって。たかこは、自分

の顔を扇で隠していたり、筆で

ノートをとったり、なんだか「い

とをかし」な子で…。みんなち

がっていいんだよと、温かくそし

てユーモラスに伝えてくれます。



　日時：10月5日（土）、12日（土）、26日（土）　(毎週土曜日)
14：00～

　場所：視聴覚室

　（内容）

　  5日（一般）…「マンハント」

 　12日（児童）…「アニマル・ベイビーズ」

 　28日（児童）…「おしりたんてい　⑤」

 　※19日は美術鑑賞講座のため　図書館上映会はお休みです。

　☆日時：10月7日、21日、28日（毎週月曜日）
 11: 00 ～ 11: 30 

　☆対象：未就学児

　☆内容：就学前のこどもに、絵本や紙芝居の読み聞かせ、

　手遊びなど、親子で楽しい一時を！

　☆10月28日(月)は秋のおたのしみおはなし会です。  ※祝日開館の月曜日は、おはなし会はお休みです。

　☆日時：10月16日（水）（毎月第3水曜日）
11: 00 ～ 11: 30 

　☆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はなし会です。

　「あかちゃんタイム」とは、小さなお子さん連れの方にも気兼ねなく図書館を利用していただく

　ために、お子さんの声などが館内に響いても一般のみなさまにご理解頂けるよう図書館で

　設定する時間です。赤ちゃんや小さなお子さんといっしょに、ぜひ図書館にご来館ください！

　☆日時：10月16日（水）（毎月第3水曜日）　 10：30 ～ 12：30　

　日時：10月3日(木）　13：30～15：30　　 　日時：10月3日（木）　14：00～17：00
　内容：原文を読み、現代語訳とその時代背景、 　内容：『日本が売られる』
　　　　　解説等の講義を受ける。

・10月前半「スポーツの秋」・・ラグビーワールドカップが開催中。さまざまなスポーツに関する本を集めます。

・10月後半「読書週間」・・この秋おすすめの本を集めます。
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企画展示コーナー

（堤　未果　著/幻冬舎）

 図書館上映会

 おはなし会

 赤ちゃんおはなし会

 あかちゃんタイム

 源氏物語を読む会  本と映像に親しむ会

【代表】小幡記念図書館

〒871-0056 中津市1366番地1（片端町） ◇メールアドレス：tosyokan@city.nakatsu.lg.jp

℡：0979-22-0679/Fax：0979-24-3516 ◇ホームページ： https://libwebsv.city-



“読書週間”って何？
終戦の２年後の１９４７年（昭和２２年）、まだ戦火の傷痕が至るところに残っているとき、

「読書の力によって、平和な文化国家を創ろう」と決意をひとつに、出版社、取次会社、書店
と公共図書館が力を合わせ、さらに新聞・放送のマスコミ機関の協力のもとに、第１回「読書
週間」が開催されました。
第１回の「読書週間」は１１月１７日から２３日。これは１１月１６日から１週間にわたって開

かれるアメリカの「チルドレンズ・ブック・ウィーク」にならったものです。各地で講演会・図書
に関する展示会が開かれ、その反響は大きなものでした。「一週間では惜しい」との声を受
け、現在の１０月２７日から１１月９日（文化の日をはさんで２週間）となったのは、第２回から
です。

それから７０年以上が過ぎ、「読書週間」は国民的行事として定着し、日本は世界有数の

「本を読む国民」の国となりました。その一方、物質生活の豊かさに比べ精神生活の低迷が

問題視されている昨今、論理的思考の基礎となる読書の重要性は、ますます高まってきて

います。 本年の「読書週間」が、みなさん一人ひとりの読書への関心と、読書習慣の確立

の契機となることを願ってやみません。

2019年度 読書週間 行事予定

大分県立公共図書館等連絡協議会

企画展示 「わが図書館のイチオシ！」
期間：10月23日～11月9日 内容：大分県内図書館、市町村の紹介



　　クイズに答えて
　　　　　　クリアファイルをゲットしよう♪

　　館内にあるクイズに答えた正解者には
　　　　景品をプレゼント！！
　
　　期間：10月27日（日）～
　　　　※景品が無くなり次第終了です。

イチョウの葉の台紙におす
すめ本を書いてイチョウの木
を育てよう！

書いてくれた人にはしおりと
折紙アートを差し上げます。

期間：読書週間（10/27～11/9）
対象：児童向け

秋のおたのしみおはなし会

日時：１０月２８日（月）１１：００～

場所：小幡記念図書館 【研修室】

2019.Autumn Library Concert
～小幡記念図書館で 読書＆音楽会～

日時：１１月１３日（水） １８：００～１８：４０

場所：小幡記念図書館 【館内】

内容：ヴァイオリン演奏会
奏者：三宅孝治さん・三宅佐智子さん

わくわく♪クイズラリー イチョウの木を
色づかせよう！

2019年度 読書週間 行事予定



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

※昨年、大好評だったヴァイオリン演奏会。

今年も図書館で音楽を楽しみませんか？

毎年１０月２７日～１１月９日の１４日間は読書
週間です。木々の紅葉が始まる気持ちの良い季
節です。秋の夜長に読書を楽しみませんか。

読書週間特別企画コーナーも是非ご覧ください。

《秋のおたのしみ会》
“けやき座”による影絵
「手ぶくろを買いに」
「したきりすずめ」

《日本のアンデルセン
久留島武彦ワールドと音楽の饗宴》
～東九州龍谷高校

吹奏楽部と放送部
による読み聞かせ～

展
示
の
様
子
↓

わ
が
図
書
館
の
イ
チ
オ
シ
！



順位 分類番号 予約数 冊数

1 希望の糸 913.6 35 7

2 落日 913.6 25 6

3 一切なりゆき 778.2 21 6

4 大家さんと僕　これから 726.1 15 5

5 あなたの不幸は蜜の味 913.6 14 2

5 祝祭と予感 913.6 14 2

7 　Ｉ　の悲劇 913.6 12 2

　　２位　 ３位 ４位 ５位 ７位

「マンハント」「おしりたんてい　⑤」「生きてるだけで、愛。」

「ちいさなプリンセスソフィア　ピンクのペンダント」

「ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生」

「皇帝ペンギン・ただいま」「彼らが本気で編むときは」

※11月下旬からの貸出予定です。

人生おたすけ処方本 三宅　香帆

人生は70歳からが一番面白い 弘兼　憲史

明智光秀と織田信長 明智　憲三郎

人は話し方が9割 永松　茂久

スマホに振り回される子スマホを使いこなす子 五十嵐　悠紀

宝石と鉱物の大図鑑 スミソニアン協会

やりすぎ絶滅いきもの図鑑 今泉　忠明

日々、腸生活 松生　恒夫

カラダが変わる！自律神経セルフケア術 小林　弘幸

あったか寒天スープ 小管　陽子

夫が知らない家事リスト 野々村　友紀子

毎日がんばっている人のミカタレシピ 阪下　千恵

有元葉子　油揚げ、豆腐、こんにゃく 有元　葉子

ねずみ年のゆる文字年賀状 宇田川　一美

ツナグ　　想い人の心得 辻村　深月

楽園の真下 荻原　浩

妻の終活 坂井　希久子

人間 又吉　直樹

ふうふうつみれ鍋 坂井　希久子

590.4

書名 著者名

（2019年9月18日現在）

書　　　　　　名 著　　者

矢部　太郎

東野　圭吾

（2019年9月18日現在）

019

159

湊　かなえ

辻村　深月/他

米澤　穂信

分類番号

恩田　陸

樹木　希林

289.1

596

361.4

379.9

459

596.3

482

493.4

498.3

498.5

728

913.6

913.6

913.6

913.6

B913.6

‐　1　‐

１位



◆今月のテーマ◆ 「ベストセラー」の絵本
今月は、長く愛され読み継がれてきたベストセラーの絵本をご紹介します！

❆ 今月の『司書が選んだ一冊』❆ ❄ 今月の『絵本作家さん』❄

―2―

谷をわたろうとするやぎの兄弟

「がらがらどん」たちに襲いか

かるトロル。3匹の兄弟やぎと

魔物との知恵比べは…。ノル

ウェーの昔話を迫力のある絵で

楽しめる絵本。ブラウンの絵に

は北欧の自然が見事に再現され

ています。

ネコに食べられてしまった、く

いしんぼのねずみのチュッチは、

ネコのおなかの中にあったホッ

トケーキを食べました。すると、

ネコがはらぺこに。ごちそうを

探すネコを今度はライオンが食

べて…。

◆コメント◆

ねずみのチュッチをネコがぱくん！そのネコを、ライオン

がぱくん！まさかのくり返しとチュッチの食いしん坊っぷ

りが楽しいお話です。読み聞かせにもおすすめの１冊です。

『おなかのなかの、なかのなか』
あさの ますみ/文 学研教育出版

『おかいもの なんだっけ？』 講談社

🌼 宮野 聡子さん
『えんそくおにぎり』『ねんねんどっち?』など

🌼 アン グッドマンさん
◆ 作品の一例◆

『ペネロペ』『リサとガスパール』シリーズなど

『モチモチの木』
斎藤 隆介／作 岩崎書店

『三びきのやぎのがらがらどん』
マーシャ・ブラウン／絵 福音館書店

日曜市でお母さんから買い物を

頼まれたさきちゃんとしゅんく

ん。トマト、いか、ウインナー、

とろとろチーズなど、全部で7

つ。姉弟ふたり、力を合わせて

ぜんぶ買うことができるかな? 

おつかい気分が味わえる絵本。

おくびょうで寝しょうべんたれの

豆太は、家の前の大きなモチモチ

の木が怖くて、よるひとりで用も

足せなかった。年に一度、モチモ

チの木に火がともり勇気ある子ど

もがそれを見るという晩に、じさ

まが突然苦しみだした。そのとき

豆太は…。



　日時：11月2日（土）、9日（土）、16日（土）、30日（土）　(毎週土曜日)

14：00～
　場所：視聴覚室

　（内容）

　  2日（一般）…「パパはわるものチャンピオン」

 　9日（児童）…「しまじろうアニメ　ゆうきいっぱい傑作選」

 　16日（名作）…「すれ違いのダイアリーズ」

   30日（児童）…「くまのアーネストおじさんとセレスティーヌ　小さなオバケたち」

 　※23日は美術館ワークショップのため図書館上映会はお休みです。

　☆日時：11月11日、18日、25日（毎週月曜日） ☆秋のおたのしみ会　　
 11: 00 ～ 11: 30 日時：１１月２９日（金）　１１：００～

　☆対象：未就学児

「けやき座」による影絵のおはなし

　☆内容：就学前のこどもに、絵本や紙芝居の読み聞かせ、 内容：影絵「てぶくろを買いに」「したきりすずめ」

　手遊びなど、親子で楽しい一時を！

 ※祝日開館の月曜日は、おはなし会はお休みです。

　☆日時：11月20日（水）（毎月第3水曜日）

11: 00 ～ 11: 30 

　☆対象：０歳児

　☆日時：11月20日（水）（毎月第3水曜日）　 　☆内容：赤ちゃん向け絵本の読み聞かせやわらべ歌

あそびなど赤ちゃんのためのおはなし会です。

　日時：11月7日(木）　13：30～15：30　　

　内容：原文を読み、現代語訳とその時代背景、

　　　　　解説等の講義を受ける。

・11月前半「わが図書館のイチオシ！」 ・11月後半「はじめよう！心も体も冬支度」

・・大分県内の市町村図書館を紹介しています。
・・いよいよ冬本番！読むだけ・見ているだけで

　　心温まる本などを集めます。

- 3 -

企画展示コーナー

 赤ちゃんおはなし会

小さなお子さん連れの方にも気兼ねなく図書館を利用していただく時
間です。声などが館内に響いても大丈夫です！ボランティアの方々も
居りますので、ぜひ赤ちゃんや小さなお子さんといっしょに、図書館へ
遊びに来てください！

 10：30 ～ 12：30

 図書館上映会

 おはなし会

 あかちゃんタイム

 源氏物語を読む会  本と映像に親しむ会

今月はお休みです

【代表】小幡記念図書館

〒871-0056 中津市1366番地1（片端町） ◇メールアドレス：tosyokan@city.nakatsu.lg.jp

℡：0979-22-0679/Fax：0979-24-3516 ◇ホームページ： https://libwebsv.city-nakatsu.jp/



図書館資料総点検の為、中津市内すべての図書館が休館いたします。

年末年始の為、中津市内すべての図書館が休館いたします。

令和２年１月５日（日）から開館します。

ご不便をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

「雑誌付録抽選くじ」開催！

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 8 9 10 11

１２／２５(水)

１０：３０～

「クリスマス

プレゼントくじ」

１／８(水)

１０：３０～

「新春

福くじ」

大人むけ

１２月になりました。みなさまは年末年始の準備はできていますか？
図書館には役立つ本がたくさんあります。年末に向けて大掃除する方に
は掃除や片付けの本、年賀状のデザインの参考になる本、おせち料理
の作り方の本などお役立ちの本がたくさんあります。年末年始の準備の
前に図書館で参考となる本を探してみてはいかがでしょうか。

抽選日当日に小幡記念図書館で貸出され
た方を対象に雑誌付録の抽選・配布を行い
ます。
☆先着順、一家族１回まで。
☆雑誌付録には限りがあります。無くなり次
第終了します。
※抽選の注意事項を守って頂けない場合は、
中止することもあります。
皆様のご協力をお願い
いたします。

【おせち】 ※諸説あり
奈良時代から平安時代にかけて、宮中では季節の節目に「節会（せちえ）」とい
う宴が開かれていました。節会では、節目のお祝いとして特別な料理である「節
供（せちく）」が用いられており、それが今のおせちの起源となっています。
その中でも重要だったお正月の料理は「御節供（おせちく）」と呼ばれ、大衆に
広まるにつれ略して「おせち」と呼ばれ、正月料理として定着していきました。

今では、様々な縁起物や願いを込めた食べ物がおせち料理として振る舞われています。

おせち料理に必ず入っている料理や食材には、その一つ一つに大切な意味があり
ます。なかでも、特に欠かせないのが『祝い肴』です。一般的に関東では【黒
豆・数の子・ごまめ（田作り）】関西では【黒豆またはごまめ・数の子・たたき
ごぼう】とされており、この３つと、餅があればお正月を迎えられるとされてい
ます。田作りには五穀豊穣、黒豆には無病息災、数の子には子孫繁栄や子宝成就、
たたきごぼうには商売繁盛の願いが込められているとされています。

お正月に食べると思っていたおせち料理は、元をたどれば節句のお祝いとして食

べられていたものです。おせち料理の一つひとつには、家族の幸せを願う意味が

込められています。新しい一年に福を呼び込むために、おせちの由来を知り、

しっかりと噛みしめながら味わってみるのも良いのではないでしょうか。



順位 分類番号 予約数 冊数

1 希望の糸 913.6 24 7

2 一切なりゆき 778.2 20 6

2 落日 913.6 20 7

4 あなたの不幸は蜜の味 913.6 17 2

5 大家さんと僕　これから 726.1 16 5

5 祝祭と予感 913.6 16 5

２位　　 ３位 ４位　　 ５位 ６位

　　　「パパはわるものチャンピオン」「すれ違いのダイアリーズ」

　　　「劇場版ダーウィンが来た！アフリカ新伝説」「ボヘミアン・ラプソディ」

　　　「くまのアーネストおじさんとセレスティーヌ～小さなオバケたち～」

　　　「しまじろうアニメ　ゆうきいっぱい傑作選」「若おかみは小学生！」

以上　７　点 ※12月下旬からの貸出予定です。

最新「最高の名前」が見つかる！赤ちゃんの名づけ新百科 栗原　里央子/監修

明智光秀ゆかりの地を歩く サンライズ出版

ケーキの切れない非行少年たち 宮口　幸治/著

野鳥観る撮るハンドブック 堀内　洋助/写真・文

四十肩・五十肩は自分で治せる！ 酒井　慎太朗/著

50歳から元気になる生き方 武田　邦彦/著

世界を変える100の技術 日経BP/編

クロスステッチで楽しむレトロ模様 遠藤　佐絵子/著

世界一おいしいせん切りキャベツの作り方 川上　文代/著

おかずがいらないごっついスープ きじま　りゅうた/著

「賛否両論」おせちの本　完全版 笠原　将弘/著

手抜きでもピカピカ!maiママ式時短そうじの最強レシピ mai/著

句と絵で綴る余白の時間（とき） 松本　白鸚/著

フィギュアスケート観戦ガイド 小塚　崇彦/監修

小説　孤独のグルメ　望郷篇 壹岐　真也/著

ライオンのおやつ 小川　糸/著

カエルの小指 道尾　秀介/著

怪談飯屋古狸 輪渡　颯介/著

風神雷神　上・下 原田　マハ/著

三人寄れば無礼講 清水　ミチコ/著

596.4

書名 著者名

（2019年11月20日現在）

書　　　　　　名 著　　者

辻村　深月

東野　圭吾

（2019年11月15日現在）

148.3

289.1

樹木　希林

矢部　太郎

分類番号

恩田　陸

湊　かなえ

368.7

597.9

488.1

493.6

498.3

774.2

504

594.2

596

596

784.6

913.6

913.6

913.6

913.6

914.6

‐　1　‐

913.6

１位



◆今月のテーマ◆ 「いのち・平和」の絵本
今月は、いのち・平和に関する絵本をご紹介します

❆ 今月の『司書が選んだ一冊』❆ ❄ 今月の『絵本作家さん』❄

―2―

目に見えないほど小さないきも

の、ミジンコ。食べたり食べら

れたりをくりかえしながら、恐

竜の時代から命をつないできま

した。意外なミジンコの習性を

ユーモラスに描きます。命のつ

ながりを考える絵本。

家もない、貧しい男がいました。

ある日、男は石を積みはじめま

した。ひとつ、またひとつ、石

を拾っては積んでいき、おもし

ろいとうにしあがっていきまし

た。しだいに、そのとうはまち

のうわさとなり…。

◆コメント◆

実は、この本を読んだとき、作者さんを２度見するくらい

驚きました。今までのあきやまただしさんといえば『へん

しん』シリーズや『たまごにいちゃん』シリーズなど、楽

しく、かわいいイメージの絵本でした。みなさんもぜひこ

の絵本を読んで、あきやまただしさんの新たな魅力を発見

してください！

『いしをつんだおとこ』
あきやま ただし/作 ハッピーオウル社

『ひとりぼっちのミャー クリスマスのよるに』

女子パウロ会

🌼 たしろ ちさと さん

『ぼくはカメレオン』『どうぶつどんどん』など

🌼 とよた かずひこ さん

◆ 作品の一例 ◆

『でんしゃにのって』『ももんちゃん』シリーズなど

『へいわとせんそう』
たにかわ しゅんたろう／ぶん ブロンズ新社

『ミジンコでございます。』
佐藤 まどか／作 フレーベル館

明日はクリスマス。やせっぽち

でおなかをすかせた、みすぼら

しいねこミャーは、おおきなね

こたちに追いかけられ、おおき

なふくろに逃げこみます。いつ

のまにかねむり、とんでいるゆ

めをみて…。

「へいわのボク」と「せんそう

のボク」では、なにが変わるの

だろう。比べてみると、平和と

戦争の違いが見えてくる。谷川

俊太郎の言葉とNoritakeの絵に

よる、これまでにない平和絵本。



「マタニティコーナー」完成

妊娠・出産・育児に関する本を

そろえていますのでぜひ、ご利

用ください。

妊婦さんや、赤ちゃん連れの方にもゆっくり座っていただけるようにソファを設置しました。
※一般の方もご利用いただけます。

０歳児を対象としたおはなし会です。

わらべうた遊びや赤ちゃん向けの絵本の

読み聞かせなど親子で楽しめるおはなし会です。

※１歳からのお子さんは毎週月曜日のおはなし会を
ご利用ください。

０歳から未就学児を対象とした時間です。

図書館の中でのお子さんの泣き声や話し声を気にせず

ご利用いただけます。

図書館司書やボランティアの方々が見守りしています。

新しい雑誌も入りました！

『ｔｏｃｏｔｏｃｏ（トコトコ）』

第一プログレス

『Ｐｒｅ－ｍｏ（プレモ）』

主婦の友社
『初めてのたまごクラブ』

ベネッセコーポレーション

お待ちしています。

毎月第３水曜日
１１：００～１１：３０

毎月第３水曜日
１０：３０～１２：３０

予約不要

予約不要



イチョウの木がきれいに色づきました！

2019.Autumn Library Concert
～小幡記念図書館で 読書＆音楽会～

〔１０月２７日～１１月９日〕

なんと、６０人もおすすめの本を紹介してくれました！

ありがとうございました。

きれいに色づきました

11月13日に行われた演奏会では多くの方が美しい音色を楽しみました。

ヴァイオンリン・ピアノの演奏会 大盛況

みんなのおすすめ本
※一部を紹介します。

・『おしりたんてい』トロル/さく・え

・『しずくちゃん』ぎぼりつこ/作・絵

・『みえるとかみえないとか』ヨシタケシンスケ/作

・『UMA未確認生物大図鑑』

・『バムとケロ』島田ゆか/作

・『ドラえもん科学ワールド』藤子・F・不二雄/漫画

・『5億年後に意外な結末』菅原そうた/原作

演奏会の感想
※一部を紹介します。

・「知っている曲ばかりで、いつもは聴く

ことのない生演奏を聴けてよかったで

す。」

・「ワンダフル‼」

・「生でヴァイオリンを聴いたのは初め

てだったのでとても楽しかったです！」

・「声も出ないほど、とてもいい演奏でし

た。ありがとうございました。」

・「とてもステキな演奏をありがとうござ

いました。娘も生の音を聴くことが出来

て良かったです。」

・「ブラボー‼癒されました。ありがとうご

ざいました。」

秋のおたのしみおはなし会

〔１１月１３日研修室〕

紙芝居やパネルシアター、手遊びなど盛りだくさんの

内容で、とても楽しいおはなし会でした！



　日時：12月7日（土）、14日（土）、28日（土）　(毎週土曜日)

14：00～
　場所：視聴覚室

　（内容）

　  7日（一般）…「みかづき　①」

 　14日（一般）…「みかづき　②」

 　28日（児童）…「おしりたんてい　⑥」

 　※21日は美術鑑賞講座のため図書館上映会はお休みです。

　☆日時：12月16日、23日（毎週月曜日）  ☆日時：12月18日（水）（毎月第3水曜日）
 11: 00 ～ 11: 30 11: 00 ～ 11: 30 

　☆対象：未就学児  ☆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おはなし会です。

 ※祝日開館の月曜日は、おはなし会はお休みです。

　「あかちゃんタイム」とは、小さなお子さん連れの方にも気兼ねなく図書館を利用していただく

　ために、お子さんの声などが館内に響いても一般のみなさまにご理解頂けるよう図書館で

　設定する時間です。赤ちゃんや小さなお子さんといっしょに、ぜひ図書館にご来館ください！

　☆日時：12月18日（水）（毎月第3水曜日）　 10：30 ～ 12：30　

　日時：12月5日(木）　13：30～15：30　　 日時：12月5日（木）　　14：00～17：00

　内容：原文を読み、現代語訳とその時代背景、 内容：『二年間の休暇』　　　

　　　　　解説等の講義を受ける。

 赤ちゃんおはなし会

 図書館上映会

 おはなし会

 あかちゃんタイム

 源氏物語を読む会  本と映像に親しむ会

・１２月の企画・・「年末・年始に向けての準備」

　　　年末の大掃除に関する本や、おせちや年賀状、
　　　正月飾り等について書かれている本を集めます。

　できごと

11/17（日）に《日本のアンデルセ
ン久留島武彦ワールドと音楽の
饗宴》～東九州龍谷高校吹奏楽
部と放送部による読み聞かせ～
が開催されました。

（ジュール・ベルヌ/著　福音館書店）他1冊

企画展示コーナー

【代表】小幡記念図書館

〒871-0056 中津市1366番地1（片端町） ◇メールアドレス：tosyokan@city.nakatsu.lg.jp

℡：0979-22-0679/Fax：0979-24-3516 ◇ホームページ： https://libwebsv.city-nakatsu.jp/



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

＊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

直木賞

１月の行事の由来をご存知でしょうか？

１/７・・・「七草」 セリ、ナズナ、ゴギョウ（ハハコグサ）、ハコベラ、ホトケノ
ザ（オオバコ）、スズナ（カブ）、スズシロ（ダイコン）が春の七草（七種）。こ
の日の朝、七草を入れたおかゆを食べると健康に過ごせるといわれる。

１/１１・・・「鏡開き」 その年の、年神様に供えた鏡餅を小さく割り、おしる
こなどにして食べる行事。もともとは武家社会の行事で、具足開きといった。
そのため、鏡餅は刃物で切ると切腹のようだと、手や木槌で割って開くよう
になった。

出典『すぐに役立つ366日記念日事典』加瀬清志/著 創元社

芥川賞

※受賞作は１/15決定予定

所蔵がある本に◎をつけています



順位 分類番号 予約数 冊数

1 希望の糸 913.6 20 7

2 一切なりゆき 778.2 17 6

3 あなたの不幸は蜜の味 913.6 16 2

4 落日 913.6 15 7

5 ツナグ　想い人の心得 913.6 14 3

6 58歳から日々を大切に小さく暮らす 590.4 11 1

２位　　 ３位 ４位　　 ５位 ６位

　　　「みかづき①②」「旅猫リポート」「万引き家族」

　　　「日日是好日」「デザインあ②」

　　　「おしりたんてい⑥」「シュガー・ラッシュ：オンライン」

　　　「ピングーinザ・シティ　青いペンギンを追え！」

以上　９　点 ※1月下旬からの貸出予定です。

知識を操る超読書術 メンタリストDaiGo/著

九州聖地巡礼ガイド 「旅ムック」編集部/著

明智光秀のことがマンガで3時間でわかる本 津田　太愚/著

確定申告　所得・必要経費・控除　得なのはどっち？小林　義崇/著

コリ・痛みが消える10秒さすり 柴　雅仁/著

０歳からの歯育て 下田　孝義/著

わたしがラクする服選び Emi/著

圧力鍋の大絶賛レシピ 牛尾　理恵/著

遅く帰った日の晩ごはん ぐっち夫婦/著

余力ゼロで生きてます。 水野　美紀/著

赤ちゃんとママの熟睡スイッチ 小林　麻利子/著

無肥料栽培を実現する本　続 岡本　よりたか/著

図解でわかる下半身に筋肉をつけると「太らない」「疲れない」中野　ジェームズ修一/著

あて字の素姓 田島　優/著

大名倒産　上・下 浅田　次郎/著

黒武御神火御殿 宮部　みゆき/著

わが殿　上・下 畠中　恵/著

キッドの運命 中島　京子/著

チンギス紀　６　　断金 北方　謙三/著

気がつけば、終着駅 佐藤　愛子/著

わるじい慈剣帖　1 風野　真知雄/著

599.4

書名 著者名

（2019年12月20日現在）

書　　　　　　名 著　　者

湊　かなえ

東野　圭吾

（2019年12月20日現在）

019.1

175.9

樹木　希林

辻村　深月

分類番号

ショコラ

辻村　深月

289.1

615.7

345.3

492.7

497.7

780.7

589.2

596

596

599.0

811.2

913.6

913.6

913.6

913.6

B913.6

‐　1　‐

913.6

914.6

１位



◆今月のテーマ◆ 「のりもの」絵本
車、電車、船、飛行機…宇宙に旅立つロケットまで！いろんな乗り物の絵本をご紹介します！

❆ 今月の『司書が選んだ一冊』❆ ❄ 今月の『絵本作家さん』❄

―2―

パトカーと消防車のサイレンは

おなじ?レスキュー車には、ど

れくらいの種類のどうぐがのっ

ている?まちのなかで大活躍す

るくるまの、ひみつやなぞがぜ

んぶわかるえほん。ワイドペー

ジでは、探し絵もたのしめます。

虫歯大魔王の「ムシバニナール

まんじゅう」をたべてしまった

ましろちゃん。ハーピカせんに

んの歯みがき術の奥義を、まし

ろちゃんは身につけることがで

きるのか? はみがきが楽しくな

る絵本。

◆コメント◆

ましろちゃんと虫歯大魔王の対決は、とてもコミカルで思

わず笑ってしまいます。物語に出てくるハーピカせんにん

のハーピカ奥義は、いかに歯を大切にするかを教えてくれ

る奥義です。この奥義を読んで、自分の歯をハーピカフ

ラッシュにする習慣を身につけましょう！

『ハーピカせんにん』
田中 六大/作 講談社

『ふねのとしょかん』 文研出版

🌼 いしい つとむ さん

『あおいかさ』『わたしのゆきちゃん』など

🌼 かこ さとし さん

◆ 作品の一例◆

『からすのパンやさん』『だるまちゃん』シリーズなど

『飛行機しゅっぱつ！』
鎌田 歩／作 福音館書店

『まちのくるま』
コヨセ ジュンジ／作 WAVE出版

初めて「ふねのとしょかん」に

乗った、ねずみの男の子。ふね

の中は、本がいっぱい。雨が

降ってきて、扉を閉めると、船

の中は真っ暗に。すると船長さ

んが、本当にあったというお話

を聞かせてくれて…。

旅行に行くため、空港へやって

きたつばさくんとおとうさん。

搭乗手続きを済ませ、待合室に

行くと、大きな飛行機が見えて

…。普段は見られない飛行機が

出発するまでのさまざまな準備

をていねいにえがきます。



　日時：1月11日（土）、18日（土）、25日（土）　(毎週土曜日)
14：00～

　場所：視聴覚室

　（内容）

　  11日（一般）…「家康、江戸を建てる」

 　18日（名作）…「山河遙かなり」

 　25日（児童）…「うっかりペネロペ　ひとりでできるよ編」

※１/４（日）は図書館休館日のため、上映会もお休みです。

　☆日時：1月6日、20日、27日（毎週月曜日）
 11: 00 ～ 11: 30 

　☆対象：未就学児

　☆内容：就学前のこどもに、絵本や紙芝居の読み聞かせ、

　手遊びなど、親子で楽しい一時を！

 ※祝日開館の月曜日は、おはなし会はお休みです。

　☆日時：1月15日（水）（毎月第3水曜日）
11: 00 ～ 11: 30 

　☆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はなし会です。

　「あかちゃんタイム」とは、小さなお子さん連れの方にも気兼ねなく図書館を利用していただく

　ために、お子さんの声などが館内に響いても一般のみなさまにご理解頂けるよう図書館で

　設定する時間です。赤ちゃんや小さなお子さんといっしょに、ぜひ図書館にご来館ください！

　☆日時：1月15日（水）（毎月第3水曜日）　 10：30 ～ 12：30　

今月はおやすみです。 今月はおやすみです。

 図書館上映会

 おはなし会

 赤ちゃんおはなし会

 あかちゃんタイム

 源氏物語を読む会  本と映像に親しむ会

・１月１６日の「文化財防火デー」にちなみ、有形・
無形、国内・国外問わず、文化財や世界遺産など
についての本を集めます。

- 3 -

企画展示コーナー

【代表】小幡記念図書館

〒871-0056 中津市1366番地1（片端町） ◇メールアドレス：tosyokan@city.nakatsu.lg.jp

℡：0979-22-0679/Fax：0979-24-3516 ◇ホームページ： https://libwebsv.city-nakatsu.jp/

文化財を知ろう・守ろう

～１月２６日は文化財防火デー～





順位 分類番号 予約数 冊数

1 黒武御神火御殿 913.6 17 6

2 希望の糸 913.6 16 7

一切なりゆき 778.2 14 6

58歳から日々を大切に小さく暮らす 590.4 14 1

あなたの不幸は蜜の味 913.6 12 2

できない相談 913.6 12 3

２位　　 ３位 3位　　 ５位 ５位

　　　「家康、江戸を建てる」「山河遥かなり」「人魚の眠る家」
　　　「思い出アルバム①②」「鳴門秘帖①～④」
　　　「うっかりペネロペ　ひとりでできるよ編」
　　　「セレブレーション！ミッキーマウス」「ボス・ベイビー」
　　　「ちびまる子ちゃんセレクション　冬のエピソード」

以上　13　点 ※2月下旬からの貸出予定です。

池上彰と現代の名著を読む 池上　彰/著

おそうじ風水 李家　幽竹/著

征夷大将軍になり損ねた男たち 二木　謙一/編著

大水害「安全対策」完全ガイドブック　2020年保存版 別冊宝島編集部/編

ボケるボケないは「この習慣」で決まる 西崎　知之/著

101歳現役医師の死なない生活 田中　旨夫/著

退職金がでない人の老後のお金の話 横山　光昭/著

志麻さんちのごはん タサン志麻/著

野菜たっぷり具だくさんの主役パスタ150 エダジュン/著

かりふわマフィンとしっとりパウンド 吉野　陽美/著

ママとパパのはじめての妊娠・出産事典 藤井　知行/監修

東京ディズニーランドパーフェクトガイドブック　2020 ディズニーファン編集部/編

不良役者 梅宮　辰夫/著

〈図解〉まるわかり時事用語　2020→2021年版 ニュース・リテラシー研究所/編著

誰も見ていない書斎の松本清張 櫻井　秀勲/著

音に聞く 高尾　長良/著

騒がしい楽園 中山　七里/著

思い出の修理工場 石井　朋彦/著

できない相談 森　絵都/著

レ・ミゼラブル　１ ヴィクトール・ユゴー/著

わるじい慈剣帖　２ 風野　真知雄/著

598.2

書名 著者名

（2020年1月22日現在）

書　　　　　　名 著　　者

ショコラ

宮部　みゆき

（2020年1月22日現在）

019

148.5

東野　圭吾

辻村　深月/他

分類番号

森　絵都

樹木　希林
3

5

281.0

689.5

369.3

493.7

498.3

778.2

591

596

596.3

596.6

814.7

910.2

913.6

913.6

913.6

B913.6

‐　1　‐

913.6

953.6

１位



◆今月のテーマ◆ 「科学・写真」絵本
今月は好奇心を刺激してくれる「科学・写真」の絵本をご紹介します。

❆ 今月の『司書が選んだ一冊』❆ ❄ 今月の『絵本作家さん』❄

―2―

丸まったダンゴムシ、水のたま、

タンポポの綿毛…。たまの形を

しているものをじっくり見てみ

ると、いろいろな発見がありま

す。たまってふしぎ！自然の中

で出会えるたまを、写真とリズ

ミカルな文章で紹介した絵本。

へい、らっしゃい! うちのおす

しは、みんなのおすし。ちょっ

と変わったお客さんにも、ぴっ

たりのおすしを握りますよー。

おなかを空かせたお客が集まる、

不思議なすし屋のお話。

◆コメント◆

おすしやさんに、次々とやってくるお客さんたち。

少しずつ減っていくおいしそうなネタの変化も面白いし、

次のお客さんが誰なのかを当てるのも楽しい！

そして、最後に分かるのは…！？

最終ページまでずっとわくわくが続く絵本です。

『みんなのおすし』
はらぺこめがね /作 ポプラ社

『ふうとはなときじ』 童心社

🌼 いわむら かずお さん

『14ひきシリーズ』『ねずみのでんしゃ』 など

🌼 どい かや さん

◆ 作品の一例 ◆

『チリとチリリシリーズ』『ハーニャの庭で』など

『中をそうぞうしてみよ』
佐藤 雅彦 ＋ ユーフラテス／作 福音館書店

『たま、また たま』
星川 ひろ子・星川 治雄／作 アリス館

大根畑にやってきた、子うさぎ

の「ふう」と「はな」。すると、

大根の葉の影で、たまごをあた

ためているきじに出会いました。

しばらくすると、きじのおなか

の下から、ぴよぴよぴよと、こ

えがきこえてきて…。

木でできたイスには、たくさん

の釘が使われている。何本さ

さっている？こたえは、「エッ

クス線写真」という技術を使っ

た、ものの中が透けてみえる写

真でわかる。ほかにも、針山や

貯金箱など、いろんなものの中

をそうぞうしてみよ。



　日時：2月1日（土）、8日（土）、22日（土）、29日（土）　(毎週土曜日)

14：00～
　場所：視聴覚室

　（内容）

    1日（一般）…「ふたりの旅路」

   8日（児童）…「アルプスの少女ハイジ」

  22日（一般）…「まく子」

  29日（児童）…「忍たま乱太郎の宇宙大冒険　
土星の段・宇宙の果ての段」

※２/１５（日）は美術鑑賞講座のため、上映会はお休みです。

　☆日時：2月3日、10日、17日（毎週月曜日） 　☆日時：2月19日（水）（毎月第3水曜日）
 11: 00 ～ 11: 30 11: 00 ～ 11: 30 

　☆対象：未就学児 　☆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。 おはなし会です。

　「あかちゃんタイム」とは、小さなお子さん連れの方にも気兼ねなく図書館を利用していただく

　ために、お子さんの声などが館内に響いても一般のみなさまにご理解頂けるよう図書館で

　設定する時間です。赤ちゃんや小さなお子さんといっしょに、ぜひ図書館にご来館ください！

　☆日時：2月19日（水）（毎月第3水曜日）　 10：30 ～ 12：30　

　　　日時：2月6日（木）　　13：30～15：30 日時：2月6日（木）　14：00～17：00

　　　内容：原文を読み、現代語訳とその時代背景、 内容：『ワクチン副作用の恐怖』

　　解説等の講義を受ける。 （近藤　誠　著／文藝春秋）　他１冊

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

＊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
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 赤ちゃんおはなし会

 本と映像に親しむ会

２月第４月曜日はハンドメイドの日です！
ハンドメイドやクラフトの本などを集めます。

企画展示コーナー

 図書館上映会

 おはなし会

 あかちゃんタイム

 源氏物語を読む会

【代表】小幡記念図書館

〒871-0056 中津市1366番地1（片端町） ◇メールアドレス：tosyokan@city.nakatsu.lg.jp

℡：0979-22-0679/Fax：0979-24-3516 ◇ホームページ： https://libwebsv.city-nakatsu.jp/



※大賞は４/７決定！

『雑誌スポンサー』を募集しています！
雑誌スポンサー制度とは、図書館の雑誌購入代金

をご負担していただく代わりに、その雑誌の最新号
のカバーにスポンサー広告を掲示することが出来る
制度です。
雑誌の提供という形で、地域住民への貢献活動と、

高いPR効果が期待できます！

令和元年度は、６社
から13誌の雑誌をご
提供いただき、多くの
市民の皆様にご利用い
ただきました。
ご協力いただいたスポ
ンサーの皆様、誠にあ
りがとうございます！

★中津市立図書館では、雑誌ス
ポンサーにご協力いただける法
人・企業・団体等を随時募集し
ています！

詳細は図書館ホームページ、も
しくは小幡記念図書館までおた
ずねください。

「本屋大賞」とは・・

2004年に始まった、[全国書店員が選んだ いちばん！売りたい本]の賞です。

書店で働く書店員の投票で決定するものです。過去１年間の間に読んで「面白

かった」「勧めたい」「自分の店で売りたい」と思った本を選び投票します。

１次投票上位１０冊を読み、投票１位だった本が本屋大賞として決定します。



順位 分類番号 予約数 冊数

熱源 913.6 14 5

黒武御神火御殿 913.6 14 2

3 58歳から日々を大切に小さく暮らす 590.4 13 3

4 できない相談 913.6 12 5

5 あなたの不幸は蜜の味 913.6 11 2

6 ケーキの切れない非行少年たち 368.7 10 2

３位 ４位　　 ５位 ６位

　　　「まく子」「羊と鋼の森」「散り椿」「スマホを落としただけなのに」

　　　「ふたりの旅路」「元気に出産！妊娠中の健康手引き」

　　　「知っていそうで知らなかった妊娠中の生活手引き」

　　　「アルプスの少女ハイジ」「ちいさな英雄」「グリンチ」

以上　10　点 ※3月下旬からの貸出予定です。

学びを結果に変えるアウトプット大全 樺沢　紫苑/著

捨てる贅沢 ドミニック・ローホー／著

天才たちの人生図鑑 山崎　圭一/監修

OPENNESS職場の「空気」が結果を決める 北野　唯我／著

私の手はなぜ痛いのか、しびれるのか、曲がっているのか 平瀬　雄一／著

1日2杯のみそ汁で健康寿命を延ばす! 渡邊　敦光／著

超カンタン！手づくりの通園・通学グッズ 寺西　恵里子/著

六甲かもめ食堂野菜が美味しい季節の献立 船橋　律子／著

豆腐からおからパウダーまで!「目からウロコ」の保存&活用術 牛尾　理恵／著

にっぽん全国100駅弁 櫻井　寛／著

「自分で食べる!」が食べる力を育てる ジル・ラプレイ／著

だれでもできるベランダで野菜づくり 麻生　健洲／著

麒麟がくる　前編　（ＮＨＫ大河ドラマ・ガイド） 池端　俊策／ほか作

英語日記BOY 新井　リオ/著

イマジン？ 有川　ひろ/著

御社のチャラ男 絲山　秋子/著

母さんは料理がへたすぎる 白石　睦月/著

てしごと　　おんな職人日乗 あさの　あつこ/著他

これでもいいのだ ジェーン・スー/著

スマホを落としただけなのに　戦慄するメガロポリス 志駕　晃/著

アートの創造性が地域をひらく 日本政策投資銀行/編

599.4

書名 著者名

（2020年2月16日現在）

書　　　　　　名 著　　者

森　絵都

川越　宗一

（2020年2月16日現在）

002.7

159

宮部　みゆき

辻村　深月/他

分類番号

宮口　幸治

ショコラ

1

280.4

626.9

336.3

493.6

498.5

778.8

594

596

596.3

596.4

830.7

913.6

913.6

913.6

913.6

N601.1

‐　1　‐

914.6

B913.6

１位



◆今月のテーマ◆ 「いろいろな施設・生活」の絵本
今月は学校や図書館など「いろいろな施設・生活」の絵本をご紹介します♪

❆ 今月の『司書が選んだ一冊』❆ ❄ 今月の『絵本作家さん』❄

―2―

恐竜の化石やハチ公のはく製な

ど、さまざまなものが展示され

ている博物館。そこで働く研究

者はどんな仕事をしているの? 

クジラのような大きなものはど

のように展示するの? 国立科学

博物館をめぐる楽しい1日を遊

びながら学んでみよう!

犬のペロは飼い主の“おかあさ

ん”が大好き。“おかあさん”

にネックレスをプレゼントする

ために、ペロはお仕事を探しに

出かけます。果たしてペロはプ

レゼントをあげることができる

のでしょうか?

◆コメント◆

ペロは大好きな“おかあさん”のために、お仕事を

がんばるのですが、しっぱいばかりです。そのペロ

のすがたがとってもけなげで、おうえんしたくなっ

てしまいます。

『ペロのおしごと』
樋勝 朋巳 /作 小学館

『たべものやさんしりとりたいかい

かいさいします』 白泉社

🌼 シゲタ サヤカ さん

『コックのぼうしはしっている』 など

🌼 宮沢 賢治 さん

◆ 作品の一例 ◆

『銀河鉄道の夜』『風の又三郎』シリーズなど

『１ねん１くみの１にち』『博物館の一日』
いわた 慎二郎／作・絵 講談社

商店街で「しりとり大会」が開

催されることに。おすしやさん

にパン屋さん、ケーキ屋さん、

ラーメン屋さん、八百屋さん…。

食べ物たちが、優勝目指して奮

闘! 笑いあり、涙ありで、心も

満腹になる絵本。

小学校ってどんなところかな？

登校、朝の会、国語や算数など

の授業、休み時間、給食、そう

じ、帰りの会…。小学１年生の

クラスの１日を写真で紹介しま

す。写真を通して小学校を体験

する、大人も子どもも楽しめる

絵本です。



　日時：3月7日（土）、14日（土）、21日（土）、28日(土)　(毎週土曜日)
14：00～

　場所：視聴覚室

　（内容）

　 　7日（一般）…「教誨師」

 　14日（児童）…「げんきげんきノンタン　いたいのとんでけ～★」

 　21日（名作）…「ローマに消えた男」

   28日（児童）…「くまのアーネストおじさんとセレスティーヌ
セレスティーヌの星」

　☆日時：3月9日、16日、23日、30日（毎週月曜日）  ☆日時：3月18日（水）（毎月第3水曜日）
 11: 00 ～ 11: 30 11: 00 ～ 11: 30 

　☆対象：未就学児  ☆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おはなし会です。

 ※祝日開館の月曜日は、おはなし会はお休みです。

　「あかちゃんタイム」とは、小さなお子さん連れの方にも気兼ねなく図書館を利用していただく

　ために、お子さんの声などが館内に響いても一般のみなさまにご理解頂けるよう図書館で

　設定する時間です。赤ちゃんや小さなお子さんといっしょに、ぜひ図書館にご来館ください！

　☆日時：3月18日（水）（毎月第3水曜日）　 10：30 ～ 12：30　

　　日時：3月5日（木）　14：00～17：00

　　内容：原文を読み、現代語訳とその時代背景、
日 月 火 水 木 金 土

解説等の講義を受ける。
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

  ＊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

 本と映像に親しむ会

今月はおやすみです。

- 3 -

 図書館上映会

 おはなし会

 あかちゃんタイム

 源氏物語を読む会

 赤ちゃんおはなし会

【代表】小幡記念図書館
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