
金曜日　Ａコース

➡ 小祝老人いこいの家

旧駐車場 新駐車場駐車時間

11：10～11：30
グループホーム

小祝

その他の駐車地は今年度の運行表をご覧ください。

最寄りの駐車地で本の貸出・返却・予約ができます。
皆さまのご利用をお待ちしております。

こどもの読書週間がはじまります！
4月23日～5月12日はこども読書週間です。

図書館ではさまざまなイベントを開催します。みなさまのご参加をお待ちしています。

GW期間中の休館日について
祝日も開館してご利用をお待ちしております。

4/30(土) 休館日
月末図書整理日のため、中津市内すべての図
書館が休館します。

月に帰るのを止めよう！

としょ姫

日 月 火 水 木 金 土

24 25 26 27 28 29 30

5/1 2 3 4 5 6 7

【台紙配布】4月2日(土)～5月12日(木)
【景品交換】4月23日(土)～5月12日(木)
【景品】ミニノート

みんなで

木に花を咲かせよう！

春の

おたのしみ おはなし会

絵本の
おたのしみ袋

【対象】未就学児向け
予約制10組限定

【場所】小幡記念図書館 研修室

【日時】５月９日(月)
第1部 10：00～
第2部 11：00～

どんな絵本が入っているのかは
借りてからのお楽しみ♪
※なくなり次第終了です
【期間】4月23日～
【場所】児童コーナー

おすすめの本を書いて
木に花を咲かせて満開にしよう！

【期間】4月23日～5月12日
【景品】しおり

本・雑誌の無料配布
【期間】4月23日(土)～5月12日(木)

【場所】小幡記念図書館 ロビー

【冊数制限】1人5冊

※今年度は大規模な無料配布イベントは行
いません。
無くなり次第終了となります。

オススメの本を10
さつ書いて、としょ
姫が月に帰るのをと
めよう！



順位 分類番号 予約数 冊数

1 黒牢城 913.6 24 5

人は話し方が9割 361.4 19 2

李王家の縁談 913.6 19 3

4 塞王の楯 913.6 18 3

5 奇跡 913.6 15 3

6 三千円の使いかた 913.6 13 3

２位　　 ３位 ４位　　 ５位 ５位

　　　「少年寅次郎スペシャル」「騙し絵の牙」

　　　「ソローキンの見た桜」「屍人荘の殺人」

　　　「ノッティングヒルの洋菓子店」

　　　「トムとジェリー⑩」「おしりたんてい⑮」

　　　「ちびまる子ちゃんセレクション 友達のエピソード②」

以上　８　点 ※４月下旬からの貸出予定となります。

いちばんやさしい60代からのiPad 増田　由紀

セルフコントロール大全 堀田　秀吾

るるぶドライブ九州ベストコース’23 JTBパブリッシング

50代、家のことで困ってます。 長谷川　高

40代からの予防医学 森　勇磨

かぎ針編みのエコバッグ＆サブバッグ アップルミンツ

罪悪感ゼロごはん じゅん

挽き肉料理 堤　人美

驚くほどよく育つ野菜づくりの裏ワザ決定版 木嶋　利男

台詞は喋ってみなけりゃ分からない 石丸　謙二郎

タラント 角田　光代

燕は戻ってこない 桐野　夏生

十津川警部殺意は列車とともに 西村　京太郎

天国からの宅配便 柊　サナカ

ないものねだるな 阿川　佐和子

～並び替えて「ことわざ」にしよう！～

問１.　は　が　い　ぬ　わ　な 先月の答え

ヒント：　口に出さない方がいいこと ・みずとあぶら（水と油）

問２.　よ　も　は　る　ぶ　い　と　を ・ねこにこばん（猫に小判）

ヒント：　似ている人は自然と集まる ※今月の答えは来月号に掲載します。

291.9

913.6

365.3

913.6

914.6

‐　1　‐

498.3

594.3

913.6

596

596.3

626.9

772.1

米澤　穂信

007.6

141.8

林　真理子

分類番号

原田　ひ香

（2022年3月17日現在）

永松　茂久
2

林　真理子

913.6

書名 著者名

（2022年3月17日現在）

書　　　　　　名 著　　者

今村　翔吾

１位



◆今月のテーマ◆  ”おいしそう”な絵本
今月は、見ると食べたくなる「おいしそう」な絵本を紹介します！

✣ 今月の『司書が選んだ一冊』✣ ✣ 今月の『絵本作家さん』✣

―2―

たけのこをいっしょにたいた

「たけのこごはん」、とろりと

ケチャップのかかった「オムラ

イス」、あふれんばかりのかつ

がのっている「かつどん」…。

おいしいごはんが、ずらりとな

らんでいます。さあ、どれをた

べよう?

遊ぶ友達が誰もいないかんたは、

大声で歌を歌った。すると、風

に乗って奇妙な声が聞こえてき

た。「よおよお、ええうたええ

うた」 声が聞こえてきた穴をの

ぞきこむとひゅうっとあなに吸

い込まれて…。

◆コメント◆

あなにすいこまれおちるかんたといっしょに、ちょっと

こわくて不思議な世界へ冒険した気分になれる絵本です。

読んだ後は、かんたの呪文のようなめちゃくちゃなうた

を口ずさみたくなります。

『めっきらもっきらどおんどん』
長谷川 摂子／作 福音館書店

『きんたろうようちえん』あかね書房

★ やぎ たみこ さん

『ほげちゃん』『おにぎりがしま』など

★ヨシタケ シンスケさん

◆ 作品の一例 ◆

『りんごかもしれない』『あんなにあんなに』

『おしっこちょっぴりもれたろう』など

『ごはん』
平野 恵理子／作 福音館書店

『かわいいおかし』
かけひ さとこ／さく・え 教育画劇

山の上に、子どもたちとどうぶ

つたちがいっしょに過ごす幼稚

園があります。園長は、力持ち

で、どうぶつの言葉が話せる、

きんたろう先生です。ある日、

岩の水飲み場から、おかしな声

が聞こえてきて…。

たいやき、かめめろんぱん、鳩サ

ブレー、スワンのシュークリーム

…。動物のかたちをした、かわい

いおかしが大集合! かわいいから、

どこから食べたらいいのか迷っ

ちゃうけど、いただきます!
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としょ姫

オススメの本を書いて、たくさんの花を咲かせよう！

書いてくれた人には“しおり”をプレゼント！

期間：４月２３日（土）～ ５月１２日（木）

本から生まれた“としょ姫”に

おもしろい本をおすすめして

としょ姫が月に帰るのをとめよう！

用紙配布期間：４月２日（土）～ ５月１２日（木）

景品交換期間：４月２３日（土）～ ５月１２日（木）

本をおすすめして月に帰るのをとめよう！

みんなで 花を 咲かせよう！

絵本の おたのしみ袋
年齢に合わせたオススメの絵本が３冊、テーマ別に入っています。

どんな本が入っているのかおたのしみに♪

内容：２さい から 中学年 向けの絵本

期間：４月２３日（土）～ ５月１２日（木）

※なくなり次第終了です

ほん つき かえ

えほん ふくろ

はな さ

ねんれい

ほん

あ えほん さつ はい

かほん はな さ

か ひと

う

ほん

ひめ

ひめ かえつき

ほん

しだいしゅうりょう

えほんちゅうがくねん む

べつ

ひめ

おすすめの本をおしえて

くれた人にはプレゼントが

あります♫
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図書館には英語や中国語、韓国語の絵本など外国
語の絵本があります。
絵本だと文章だけでなく、絵もあるので、外国語
を勉強する時に絵本を手に取ってみるのも良いの
ではないでしょうか？

「外国語の絵本」を読んでみませんか？

【こどもの読書週間】

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。 。

（読書推進運動協議会ＨＰより）

「ひとみキラキラ 本にドキドキ」

４月２日は国際子どもの本の日

『脱不下来啦』
（もうぬげない）

著/ヨシタケシンスケ
出版/中国出版トーハン

『THE VERY 

HUNGRY CATERPILLAR』
（はらぺこあおむし）

著/エリック＝カール
出版/mpi



　　日時：４月２日、９日、２３日(毎週土曜日）

　　　　　　１４：００～

　　場所：視聴覚室　　　　　　　　※１６名限定。先着順

　　(内容)

　　２日（児童）…「ふしぎ駄菓子屋銭天堂　２」

　　９日（一般）…「博士と狂人」

　２３日（児童）…「うっかりペネロペ　たくさんおぼえたよ編」

※４月1６日は美術鑑賞講座のため、上映会はお休みです。

　☆日時：４月２０日（水）（毎月第3水曜日） 　☆日時：４月４日、１１日、１８日、２５日（毎週月曜日）

・１部：１０：３０～　　・２部：１１：００～ 　　　　　　１１：００～１１：３０　　※祝日はお休みです。

　☆対象：０歳児 　☆対象：未就学児

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

　　あそびなど赤ちゃんのためのおはなし会です。 　　　　　手遊びなど、親子で楽しいひとときを！

日 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　

　　☆日時：４月７日（木）　13：30～15：30 小幡記念図書館　…　９：００～１９：００
　　☆内容：原文を読み、現代語訳とその時代の背景、 分館（三光・本耶馬渓・耶馬溪・山国）
　　　　　　　 解説等の講義を受ける  　  　 …１０：００～１８：００

図書館上映会

--　5　--

おはなし会赤ちゃんおはなし会

あかちゃんタイム

【代表】小幡記念図書館

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

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



 

本屋大賞…“全国の書店員が選んだいちばん！売りたい本”の賞です。

本屋大賞 決定！

こどもの読書週間イベント開催中
4月23日～5月12日はこどもの読書週間です。
図書館ではさまざまなイベントを開催しています。みなさまのご参加をお待ちしています。

『同志少女よ、敵を撃て』

逢坂 冬馬/著 早川書房

独ソ戦が激化する1942
年、母をドイツ軍に惨殺
され、赤軍の女性兵士に
救われた少女セラフィマ
は、復讐のため、訓練学
校で一流の狙撃兵になる
ことを決意する。訓練を
重ねた彼女は、やがてス
ターリングラードの前線
へ…。

春の

おたのしみ おはなし会

【対象】未就学児向け
予約制10組限定

【場所】小幡記念図書館 研修室

【日時】５月９日(月)
第1部 10：00～
第2部 11：00～

みんなで

木に花を咲かせよう！

おすすめの本を書いて
木に花を咲かせて満開にしよう！

【期間】4月23日～5月12日
【景品】しおり

本・雑誌の無料配布
【期間】4月23日(土)～5月12日(木)

【場所】小幡記念図書館 ロビー

※今年度は大規模な無料配布イベントは行
いません。
無くなり次第終了となります。

月に帰るのを止めよう！

としょ姫

【台紙配布】4月2日(土)～5月12日(木)
【景品交換】4月23日(土)～5月12日(木)
【景品】ミニノート

クイズをといて、オ
ススメの本を10さ
つ書いて、としょ姫
が月に帰るのをとめ
よう！



順位 分類番号 予約数 冊数

1 同志少女よ、敵を撃て 913.6 27 5

2 奇跡 913.6 23 5

3 黒牢城 913.6 18 5

4 人は話し方が9割 361.4 17 3

タラント 913.6 13 4

李王家の縁談 913.6 13 3

２位　　 ３位 ４位　　 ５位 ５位

　　　「岸辺露伴は動かない①、②」

　　　「博士と狂人」「サイバー犯罪のリアル」

　　　「ふしぎ駄菓子屋銭天堂　②」

　　　「ラーヤと龍の王国」

以上　6　点 ※5月下旬からの貸出予定となります。

これだけは読んでおきたいすてきな絵本100 木村　美幸

孤独を抱きしめて 下重　暁子

新日本の絶景＆秘境150 朝日新聞出版

ひとり老後楽生き事典 辻川　覚志

ひざの激痛が30秒ーでよくなるひざ皿ストレッチ 渡辺　淳也

麻糸で編むバッグ 青木　恵理子

節約しながら糖質オフ！1週間2100円献立 主婦の友社

弁当作家の学生が毎日作る家族と自分のゆる弁 のん

簡単で素敵な寄せ植えづくり ｸﾞﾘｰﾝｷﾞｬﾗﾘｰｶﾞｰﾃﾞﾝｽﾞ

漫才論 オール巨人

無明　警視庁強行犯係・樋口顕 今野　敏

人面島 中山　七里

古本食堂 原田　ひ香

維新の終曲 岡田　秀文

カムカムマリコ 林　真理子

～並び替えて「ことわざ」にしよう！～

問１.　か　う　や　ら　ぼ　ぶ 先月の答え

ヒント：　思いがけないことが突然起こる ・いわぬがはな（言わぬが花）

問２.　る　た　い　び　を　え　つ　で ・るいはともをよぶ（類は友を呼ぶ）

ヒント：　小さい事から大きなものを手に入れる ※今月の答えは来月号に掲載します。

627.8

779.1

291.0

913.6

367.7

913.6

林　真理子

‐　1　‐

494.7

594.7

913.6

596

596.4

914.6

019.5

159

角田　光代

分類番号

林　真理子

（2022年4月14日現在）

5

米澤　穂信

913.6

書名 著者名

（2022年4月14日現在）

書　　　　　　名 著　　者

永松　茂久

逢坂　冬馬

１位
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図書館司書おすすめ こどもの本

こどもの読書週間

ほっかいどうのやまは、さんがつになっても、ふかいゆきにおおわれています。ふ
かいあなのなかで、きたきつねのこどもがうまれました。めすはこどもについてい
るので、おすがたべものをさがしにでかけます。くまげら、ひぐま、ももんが、ゆ
きうさぎなど、ふゆをいきぬいたたくさんのどうぶつがうごきだし…。

よる、ほんだながどうなっているかごぞんじですか?ほんのなかからさしえがとびだして、
おおさわぎをしています。ほんがめちゃくちゃにならないように、いぬはりこのこたろ
うがみはりをしているのですが、いねむりをしてしまいました。こたろうがめをさます
と、さしえたちはじぶんのほんにあわててもどりましたが…。さがしえものっています。

はなちゃんという、よく笑(わら)うおんなの子がいました。コロコロ…クスクス…。それ
はそれは愛(あい)らしく響(ひび)く、優(やさ)しい歌声のようでした。ぼくはいっしょに
ゲラゲラ笑ったり、ぐにゃぐにゃになったり、ふわんっとした気持(きも)ちになるのです。
でもぼくは大人になって、そんなはなちゃんがだんだんいやになり…。

はじめまして。ぼくはイノシシ。とつぜんやけど、みんなは「ちょとつもうしん」て、
ことば、しってる?かんたんにいうと、「イノシシはまっすぐしかはしらへん」て、ゆう
ことなんやけどな。みんなにもわかるように、ぼくのさいきんのまいにちをおしえるわ。
まずはげつようび、ぼくがはしってたら、まえに、はたけがでてきたんやけど…。

きょうクラスに、てんこうせいのあんりちゃんがきた。あんりちゃんは、わたしのいち
ばんなかよしのふうこちゃんのとなりのせきにすわった。おんがくのじかん、ふうこ
ちゃんは「おんがくしつをおしえてあげるね」とあんりちゃんにいい、ふたりでいって
しまった。いつもわたしがいっしょにいくのに…。なんかムカッ。このきもち、なんだ
ろう?

おすもうさんが、すもうを「とっています」。すもうをとりながら、ちょうちょを
「とっています」。ちょうちょをとりながら、あしを「とっています」。あしをとりな
がら、バランスを「とっています」。バランスをとりながら「とった」のは…。どれも
おんなじ「とっています」だけど、なにかがちがう、たのしいえほん。
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図書館司書おすすめ こどもの本

ぼく、本田(ほんだ)パンダです。広告社って、なにをする会社か知ってる?CMやポス
ターをつくるんだ。そのなかでも、商品を買いたくなる言葉、「キャッチコピー」を考
えるのが、ぼくの仕事。言葉は、みんなを元気にしたり、気持ちをがっちりつなげたり、
魔法(まほう)の力を持っていて…。

よるのまんなか、ちょうちょもありんこも、くさもきも、みんなゆめのなか。だいど
ころのれいぞうこがブーンといってめをさましました。「ああ、よくねた。さんぽに
いこうかな」れいぞうこは、うちゅうのずかんをもって、そとにでました。そしてよ
ぞらのおつきさまやほしをみあげて…。みんながねている“よる”のおはなしが5つは
いっています。

オムライスがだいすきなこぶたのぶうぶは、きょうもオムライスをたべようとしました
が、れいぞうこにたまごがありません。めんどりのたまごやさんにいったら、なんとう
りきれ。そこへ、たまごをもったおおかみがとおりかかりました。ぶうぶは、どきどき
しながらおおかみにちかづき、「あ、あの、たまご、わけて…」といいました。すると
…。

ながれる水(みず)、ふりつもる雪(ゆき)。水はすがたをかえながら、せかいじゅうを旅(た
び)しています。むかしから今(いま)まで、おなじ量(りょう)の、おなじ水が、あらゆるば
しょをめぐり、いきものたちをうるおしてきました。そして、これからもずっと…。地
球(ちきゅう)をめぐる水の旅のはなし。

あるゆきのふるひ。こぐまのくまくんはおかあさんにいいました。「さむいよう。あんな
にゆきがふっている。ぼく、なにかきるものがほしい」そこで、かあさんぐまはぼうしを
こしらえてあげました。くまくんはよろこんでそとへでたのに、すぐにもどってきてしま
いました。そして…。こぐまのくまくんとかあさんのやりとりがたのしいはなしが４つは
いっています。

明治16年、文明開化の東京にやってきた、大阪の古物商の娘・花岡イカルは、上野の博
物館の古蔵で怪異の研究をしている老人の手伝いをすることになる。博物館を舞台に、
謎が謎を呼ぶ事件を描くミステリアスな長篇。



◆今月のテーマ◆ のりもの絵本

　今月は自動車に電車、飛行機、船・・・色々な乗り物の絵本を紹介します！

✣ 今月の『司書が選んだ一冊』✣ ✣ 今月の『絵本作家さん』✣

― 4 ―

うちの仕事は便利屋さん。車は、

バン！たくさんの荷物も道具も、

うちのバンなら大丈夫。全部つ

みこんで、しゅっぱーつ！

今日はどんな仕事かな？

挿絵に描かれた色んな荷物が

「バン」の中に見事に収まるの

が楽しい絵本です。

ある朝、ねずみはおおかみにぱ

くっと食べられてしまいます。

おおかみのおなかのなかで泣くね

ずみの前に現われたのは、同じく

ぱくっと食べられたあひる。あひ

るによるとおおかみのおなかのな

かは意外と…？まさかの展開の連

続に驚くユーモラスな絵本です。

◆コメント◆

おおかみのお腹の中は、快適な生活空間だった!?おおか

みに食べられたねずみと、先客のあひるの軽妙なやりと

りは愉快で微笑ましく、クスッと笑えます。逆境の中で

もポジティブ思考で楽しく生きることができるんだ！と

教えられました。

『おおかみのおなかのなかで』
マック・バーネット／文 徳間書店

『きつね森の山男』 こぐま社

🌼馬場 のぼる さん

『11ぴきのねこ』シリーズ

『くまのまあすけ』など

🌼 川端 誠 さん

◆ 作品の一例◆

『落語絵本』『野菜忍列伝』シリーズ

『うえきばちです』『地球をほる』など

『うちのくるまはバン!!』
鎌田 歩／作 アリス館

『のろまなローラー』
小出 正吾／さく 福音館書店

きつね森でなぜかきつねと殿様の

争いに巻き込まれた力持ちの山男。

でも山男にはもっと大事なことが

あります。それは…ふろふき大根

を食べること！山男ののんきな言

動と物騒なようでほのぼのした展

開は何だか平和でほんわかします。

道のでこぼこをなおすローラーは

いつもゆっくりゆっくり動きます。

他の自動車はそんなローラーをば

かにしながら追い越してゆきます

が…。ローラーの地味だけど黙々

と仕事をする姿が素敵で、大切な

ことを教えてくれる絵本です。



　　日時：５月７日、１４日、２１日、２８日(毎週土曜日）

　　　　　　１４：００～

　　場所：視聴覚室　　　　　　　　※１６名限定。先着順

　　(内容)

　　７日（児童）…「ファン＆ファンシーフリー」

　１４日（一般）…「荒野にて」

　２１日（一般）…「岩合光昭の世界ネコ歩き」

　２８日（児童）…「おしりたんてい　１６」

　☆日時：５月１８日（水）（毎月第3水曜日） 　☆日時：５月２日、１６日、２３日、３０日（毎週月曜日）

・１部：１０：３０～　　・２部：１１：００～ 　　　　　　１１：００～１１：３０　　※祝日はお休みです。

　☆対象：０歳児 　☆対象：未就学児

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

　　あそびなど赤ちゃんのためのおはなし会です。 　　　　　手遊びなど、親子で楽しいひとときを！

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 6/1 2 3 4

＊開館時間　

　　☆日時：５月１２日（木）　13：30～15：30 小幡記念図書館　…　９：００～１９：００
　　☆内容：原文を読み、現代語訳とその時代の背景、 分館（三光・本耶馬渓・耶馬溪・山国）
　　　　　　　 解説等の講義を受ける  　  　 …１０：００～１８：００

あかちゃんタイム

図書館上映会

--　5　--

おはなし会赤ちゃんおはなし会

【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/



 

不滅の福澤プロジェクト…1984(昭和59)年から40年にわたって“壱万円札”の肖像となった福澤諭吉先生の偉業を、

2024(令和6)年の肖像交代に向けて、中津にゆかりのある人や団体などとともに幅広いネットワークで後世に伝える取

り組みです。

不滅の福澤プロジェクト 図書館企画 第一弾！

募集要項
どなたでも応募できます。

所定の用紙にあなたの「壱万円の使いかた」を記入し、図書館のカ

ウンターへ提出。募集したみなさんの「壱万円の使いかた」を後日

掲示します。

実施期間
・募集期間・・・2022年6月2日（木）～6月29日（水）

・掲示期間・・・2022年7月1日（金）～8月31日（水）

・記念品抽選・・・2022年7月1日（金）

・連絡・引換期間・・・2022年8月末日まで

参加賞・記念品進呈（記念品は抽選になります）
・参加賞・・・不滅の福澤プロジェクト図書館記念しおり

・記念品・・・図書カード 1000円分 ： １０名

詳細は応募用紙をご覧ください。みなさまの参加をお待ちしております。

応募用紙

あなたの

「 」募集！

今後も様々なイベントを企画しています。お楽しみに！

６月後半の企画展示

「見て・撮って 楽しむ “写真” 」

『幻想花世界』

三谷 ユカリ/著 玄光社

『ホーム・フォトグラフィ』

藤咲 一咲/著 玄光社

『カメラとにっぽん』

日本カメラ博物館/編著

国書刊行会



順位 分類番号 予約数 冊数

1 マスカレード・ゲーム 913.6 46 6

2 同志少女よ、敵を撃て 913.6 24 5

3 奇跡 913.6 23 5

4 人は話し方が9割 361.4 15 3

5 黒牢城 913.6 14 5

6 李王家の縁談 913.6 10 3

２位　　 ３位 ４位　　 ５位 ５位

　　　「岩合光昭の世界ネコ歩き」

　　　「ふるさとに生きる⑧」「大コメ騒動」

　　　「ファン＆ファンシーフリー」

　　　「おしりたんてい　⑯」

　　　「あの夏のルカ」

以上　6　点 ※5月下旬からの貸出予定となります。

小幡篤次郎著作集　第1巻 小幡　篤次郎

後悔を活かす心理学 上市　秀雄

絶景温泉ひとり旅そろそろソロ秘湯 渡辺　裕美

子どもの才能を伸ばす5歳までの魔法の「おしごと」 丘山　亜未

認知症専門医が毎日食べている長寿サラダ 白澤　卓二

大人になったら、着たい服　2022春夏 主婦と生活社

石原洋子の梅干し梅酒梅料理 石原　洋子

本当に心地いい部屋 筆子

小さな庭をつくる 河野　義雄

ゼロから始める渓流釣り入門 コスミック出版

マイクロスパイ・アンサンブル 伊坂　幸太郎

団地のふたり 藤野　千夜

チョウセンアサガオの咲く夏 柚月　裕子

阿茶 村木　嵐

人は生きていく上で何が大切か 吉沢　久子

～並び替えて「ことわざ」にしよう！～

問１.　や　す　っ　い　み　ん　は　さ　き 先月の答え

ヒント：　少し先のことはは誰にも分からない ・やぶからぼう（藪から棒）

問２.　か　が　れ　の　っ　わ　ぱ　か　な ・えびでたいをつる（海老で鯛を釣る）

ヒント：　上手な人でも失敗する ※今月の答えは来月号に掲載します。

914.6

629.7

787.1

291.0

913.6

379.9

913.6

逢坂　冬馬

‐　1　‐

498.5

589.2

913.6

596.3

597.5

081.6

141.5

米澤　穂信

分類番号

林　真理子

（2022年5月13日現在）

林　真理子

913.6

書名 著者名

（2022年5月13日現在）

書　　　　　　名 著　　者

永松　茂久

東野　圭吾

１位



◆今月のテーマ◆どうぶつの絵本

みんなはどの動物が好き？今月は「どうぶつ」の絵本をあつめました♪

✣ 今月の『司書が選んだ一冊』✣ ✣ 今月の『絵本作家さん』✣

―2―

夜、トムが描いた大きなトラの

絵が動き、「さんぽにいこう」

と、トムをさそいました。トラ

は、夜がこわいトムを背中にの

せて歩き出し…。子どもの心を

ファンタジックに美しいイラス

トで描く、おやすみ前の絵本。

チーズが大好きなすずちゃんの

家にきたチーズ。ママがいろん

な料理にしてくれて、それは大

活躍だったんだ。大事にラップ

に包まれて、冷蔵庫のなかで次

の出番を待っていたけど、なか

なか出番はこなくて…。

◆コメント◆

れいぞうこの中で、まさかこんなことがおきていたなん

てビックリ‼読み終わると、れいぞうこが気になっての

ぞいちゃうはず。おくのおく見てみて！〇〇ゾンビいな

かった⁉おいしく残さず食べきろう。食品ロス削減！

『れいぞうこのおくのおく』
うえだ しげこ／作・絵 教育画劇

『ようこそあたらしいともだち』好学社

★ リチャード･スキャリー さん
『スキャリーおじさんのミミズのローリーたのしいいちにち』

『うさぎのニコラス』など

★ 鈴木 まもる さん

◆ 作品の一例◆

『としょかんのきょうりゅう』『だっこ』など

『トラといっしょに』
ダイアン・ホフマイアー／文 徳間書店

『どうぶつたちのだいすきって?』
アン・ウィットフォード・ポール／ぶん 岩崎書店

ある日、うさぎがみつけた卵か

ら、初めて見るふしぎな生き物

がうまれた。体の毛としっぽと

泳ぎ方はビーバーに似ていて、

くちばしとみずかきはカモに

そっくり。この子はいったいだ

れ?

動物たちも、だいすきだよって言

うのかな? ゴリラのお母さんは胸

をたたいたり、クジラのお父さん

はハートのあぶくをだしたり…。

いろんな形の「だいすき」がたっ

ぷり詰まった、大切な人に「だい

すき」って伝えたくなる絵本。



　　日時：６月４日、１１日、２５日(毎週土曜日）

　　　　　　１４：００～

　　場所：視聴覚室　　　　　　　　※１６名限定。先着順

　　(内容)

　　４日（一般）…「ミナリ」

　１１日（児童）…「ふしぎ駄菓子屋銭天堂　３」

　２５日（一般）…「スパイの妻」

※６月１８日は美術鑑賞講座のため、上映会はお休みです。

　☆日時：６月１５日（水）（毎月第3水曜日） 　☆日時：６月６日、１３日、２０日、２７日（毎週月曜日）

・１部：１０：３０～　　・２部：１１：００～ 　　　　　　１１：００～１１：３０　　※祝日はお休みです。

　☆対象：０歳児 　☆対象：未就学児

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

　　あそびなど赤ちゃんのためのおはなし会です。 　　　　　手遊びなど、親子で楽しいひとときを！

日 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

＊開館時間　

　　☆日時：６月２日（木）　13：30～15：30 小幡記念図書館　…　９：００～１９：００
　　☆内容：原文を読み、現代語訳とその時代の背景、 分館（三光・本耶馬渓・耶馬溪・山国）
　　　　　　　 解説等の講義を受ける  　  　 …１０：００～１８：００

図書館上映会

--　3　--

おはなし会赤ちゃんおはなし会

あかちゃんタイム

【代表】小幡記念図書館

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

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



 

📕芥川賞・直木賞ノミネート作品📕 決定
直木賞 7月20日(水) 受賞作決定！

令和４年度 図書館講座

お子さんの夏休みの思い出に、親子で参加してみませんか？

もちろん大人の方も大歓迎です♪

日時
令和４年７月２９日（金）

１４：００～１５：００（開場１３：３０）

場所
小幡記念図書館 研修室

人数
１０組 （申し込み先着順） ※小学４年生以下は保護者同伴必須

基本１組１名。親子で参加の場合は１組２名まで。

申し込み方法
カウンターにある申込用紙に記入し、提出してください。
また、電話での受付もＯＫです。（0979-22-0679）

芥川賞

・ 『家庭用安心坑夫』 小砂川 チト/著 （群像6月号掲載）
・ 『ギフテッド』 鈴木 涼美/著 （文學界6月号掲載）
☆『おいしいごはんが
食べられますように』 高瀬 隼子/著 （群像1月号掲載）

・ 『Ｎ／Ａ（エヌエー）』 年森 瑛/著 （文學界5月号掲載）
・ 『あくてえ』 山下 紘加/著 （文藝夏季号掲載）

大切な本を
コーティング
しませんか？

掲載雑誌は所蔵していません。

☆…所蔵しています。

『スタッフロール』『女人入眼』『爆弾』『夜に星を放つ』『絞め殺しの樹』

芥川賞・直木賞ノミネート作品が6月17日に
発表されました。直木賞作品はすべて所蔵しています。



順位 分類番号 予約数 冊数

1 マスカレード・ゲーム 913.6 42 6

2 子宝船　　きたきた捕物帖2 913.6 23 6

3 同志少女よ、敵を撃て 913.6 22 5

4 マイクロスパイ・アンサンブル 913.6 16 3

5 奇跡 913.6 14 5

6 石礫　　機捜235 913.6 13 4

２位　　 ３位 ４位　　 ５位 ６位

　　　「スパイの妻」「福沢諭吉」

　　　「ミナリ」「HOKUSAI　北斎」

　　　「ふしぎ駄菓子屋銭天堂　③」

　　　「風の谷のナウシカ」

以上　6　点 ※7月下旬からの貸出予定となります。

SNS炎上なんてしないと思っている人が読むべき本 宮下　由多加

御朱印でめぐる全国のお寺 地球の歩き方編集室

一冊でわかる室町時代 大石　学

お金が増える暮らしのルール えま

カーブスの健康たんぱく質ごはん カーブス

家庭用ミシンで作る家族みんなのじんべい＆ゆかた クライ・ムキ

時間があっても、ごはん作りはしんどい 小竹　貴子

JA全農広報部さんにきいた世界一おいしい野菜の食べ方 JA全農広報部

ナチュラルガーデン＆雑木の庭 ブティック社

プロが教える親子キャンプ読本 長谷部　雅一

くるまの娘 宇佐見　りん

あきらめません！ 垣谷　美雨

棘の家 中山　七里

宙ごはん 町田　そのこ

今日は、これをしました 群　ようこ

～並び替えて「ことわざ」にしよう！～

問１.　く　う　も　と　だ　ら　い　し　と 先月の答え

ヒント：　探し物は案外近くに… ・いっすんさきはやみ（一寸先は闇）

問２.　き　ん　は　そ　き　ん　た ・かっぱのかわながれ（河童の川流れ）

ヒント：　すぐに怒ると損をしてしまいますよ ※今月の答えは来月号に掲載します。

逢坂　冬馬

913.6

書名 著者名

（2022年6月16日現在）

書　　　　　　名 著　　者

伊坂　幸太郎

東野　圭吾

007.3

186.9

林　真理子

分類番号

今野　敏

（2022年6月16日現在）

宮部　みゆき

‐　1　‐

498.5

593.1

913.6

596

596.3

914.6

626.9

772.1

210.4

913.6

338.1

913.6

１位



                   ◆今月のテーマ◆ 宇宙・夜・空の絵本
今年の七夕は天の川を観られるでしょうか？今月は宇宙や夜、空の絵本を特集します☆彡

✣ 今月の『司書が選んだ一冊』✣ ✣ 今月の『絵本作家さん』✣

―2―

宇宙飛行士に憧れるクリスの怖い

ものは暗闇。でもある日、テレビ

で月面着陸の中継を見てびっくり。

宇宙は真っ暗だったのです。それ

からは暗闇は怖くない、探検した

いと思うようになり…宇宙飛行士

クリス・ハドフィールドの少年時

代をもとにした絵本です。

あひる一家はみーんなうろおぼえ

気質。お母さんから買い物を頼ま

れて出かけましたが…一体何を買

いに行くんだっけ？確か四角くて

重くて閉まって冷たくて光るもの。

あなたはわかる？最後まで読んで

答えをみつけてね！

◆コメント◆

うろおぼえ一家は一体何が買いたいのか、挿絵にもクスッ

と笑える楽しい絵本です。忙しい毎日、無駄なく行動でき

ないと自分はなんてダメなんだなんて思ってしまいますが

そんな時はこの絵本を思い出してください。

読後の裏表紙、続編の『うろおぼえ一家のパーティー』も

必見です！

『うろおぼえ一家のおかいもの』
出口 かずみ／作 理論社

『タイヤさん』 高陵社書店

★ 長田 真作 さん

『こまった虫歯』『なりたいのは』など

★ どい かや さん

◆ 作品の一例 ◆

『チリとチリリ』シリーズ

『ぼくたちねこなのゆかいな８ぴき』など

『くもとそらのえほん』
五十嵐 美和子／作・絵 PHP研究所

頭がタイヤのタイヤさんはとって

も紳士。頭を下にして走るとチー

ターより速くオイルを飲めばどん

な崖だって登れます。あっでも気

を付けて。飛び出した先にヤマア

ラシが…！ナンセンスなのにどこ

か引き込まれる楽しい絵本です。

今日の空の雲はどんな雲でしょう。

大雨や雷をおこす「入道雲」、綿

のような形の「綿雲」、飛行機が

通った後に生まれる「飛行機雲」

…優しい言葉で色々な雲の形と名

前が紹介されています。空を見上

げてのんびり眺めたくなる絵本で

す。

『くらやみのなかのゆめ』
クリス・ハドフィールド／作 小学館
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おねえちゃんは、あたしより2つ年上の4年

生。頭がよくて、ものしりで、計算もはや

くて、ピアノだって上手。だけど、ちょっ

とおこりっぽくて、いばりんぼう。それか

ら、歩くとき、少し右足をひきずります。

そんなおねえちゃんは、あたしのじまんで

す…。いもうとのつくしの視点(してん)から

つづった、姉妹の5つのお話。。

『つくしちゃんとおねえちゃん』

いとう みく/作
福音館書店

小学校低学年

ばあばはこのごろ、げんきがない。「じんせ

いから、よろこびがきえちゃったみたい」っ

て、ママはいう。「ばあばは、ワァーイって

したいんだ!」ファーンは、ばあばのじんせい

に「よろこび」をとりもどしてあげようと、

「ワァーイ!」をさがしにでかけますが…。

ファーンはどんな「よろこび」を、ばあばに

とどけるのでしょう?

『ばあばにえがおをとどけてあげる』

コーリン・アーヴェリス/ぶん

評論社

うちのかぞくには、みんなそれぞれ、すき

なことがある。「すきなことがあるってい

いな」とおもって、わたしもさがしてみる

ことにしたの。どれもぴんとこなかったん

だけど、ひとつだけ、これだ!っておもっ

たのが、すうがく。すうがくって、どこに

でもかくれてる。かずや、かたちをみつけ

て、いろいろかんがえるのがたのしくて…。

『すうがくでせかいをみるの』

ミゲル・タンコ/著
ほるぷ出版

おすしやさんにやってきたこどもたちは、海

で生きているところをつりあげられた魚をみ

せてもらいます。まず、キンメダイをかんさ

つしてみよう。せびれやうろこはどうなって

いるかな?では、キンメダイをさばこう。こ

うしてうろこをとって…。生きものが食べも

のになるまでをしょうかいします。

『おすしやさんにいらっしゃい！』

おかだ だいすけ/文
岩崎書店

授業参観に向けて「ためいき図鑑」

をつくることになった、たのちんの

班。保健室登校の加世堂さんもいっ

しょに図鑑をつくれないかと、たの

ちんがある提案をしたが、班のほか

のメンバーともめてしまい…。

『みんなのためいき図鑑』

村上 しいこ/著
童心社

ジョンは、お菓子が大好きな男の子。な

かでもチョコレートには目がありません。

ある日、拾った古いコインで魔法のチョ

コレートを買って食べてから、口に触れ

たものがすべてチョコレートに変わるよ

うになってしまって…。

『チョコレートタッチ』
パトリック・スキーン・

キャトリング/作
文研出版

大理石工場のせいで荒れ地になった、イ

ンドの小さな村の村長さん。上の娘を病

気で亡くした村長さんは、村で女の子が

生まれるたびに木を植えようと思い立ち

ます。しかし、村では女の子の誕生を祝

う習慣がなく…。

『１１１本の木』
リナ・シン/文
光村教育図書

あと20年たつと、アフリカからサイが

いなくなってしまうかもしれない。角を

ねらった密猟によって、サイの数が減っ

ているせいだ。サイを守ろうとする人た

ちと密猟者の知られざる戦いを、南アフ

リカで取材を行った著者が描く。

『この世界からサイがいなくなってしまう』

味田村 太郎/文
学研プラス

第68回青少年読書感想文全国コンクール課題図書

課題図書とは…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選んだものです。利用が集中するため、お早めのご
予約をおすすめします。

小学校中学年
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読書感想文 課題図書

「たとえあした、世界が滅亡しよう

とも、きょうわたしはりんごの木を

植える。」 このことばを教えてくれ

た大好きなおじいちゃんに、がんの

再発が。おじいちゃんは積極的な治

療は行わないと言い…。心あたたま

る家族の物語。

『りんごの木を植えて』

大谷 美和子/作
ポプラ社

コロナのばかやろう。早く消えてなく

なっちまえ! 疫病退散の願いをこめて、

ぼくらは「コトの神」を谷へ送る-。さ

まざまな困難に立ち向かい、懸命に責任

を果たそうとする子どもたちの姿を鮮や

かに描く。

『風の神送れよ』
熊谷 千世子/作

小峰書店

まきを燃やさないと作ることができない

田村さんのパンには、何十年も生きてき

た木の「いのち」も受け継がれている-。

大量のパンの廃棄に悩み、「一個も捨て

ない」ために奮闘するパン職人を通じて、

未来への知恵と希望を描く。

『捨てないパン屋の挑戦』

井出 留美/著
あかね書房

「こわいものをひとつずつ克服してい

けば、強くなれるはず」って言われた

けど…。1976年、アメリカを舞台に、

偏見や人種差別の問題にふれつつ、苦

手を克服する子どもたちの成長を描い

た物語。

『ぼくの弱虫をなおすには』

K.L.ゴーイング/作
徳間書店

小学校高学年

中学校

高等学校

『セカイを

科学せよ！』

安田 夏菜/著
講談社

『海を

見た日』

M.G.ヘネシー/作
鈴木出版

『江戸の
ジャーナリスト

葛飾北斎』

千野 境子/著
国土社

『その扉を

たたく音』

瀬尾 まいこ/著
集英社

『建築家に

なりたい君へ』

隈 研吾/著
河出書房新社

『クジラの骨

と僕らの未来』

中村 玄/著
理論社



―　５　―

日時）８月８日（月）

14：00～15：00 一時間程度

場所）小幡記念図書館 視聴覚室

参加費）無料

定員）先着 20名
※定員に達し次第受付終了します

対象）中津市内の小学生

持ってくるもの）特にありません

海の中や宇宙など、どんな絵をかくのか

考えてきてね！

今年も小学生向け夏の工作教室を開催いたします。
今年の工作の内容は「たんけんライト」を作ります。難しい工程はありませんので、低学年の
かたも楽しんで作ることができます。今年の夏の思い出に、図書館で工作をしませんか？
参加されたい方は図書館のカウンターに申込用紙を提出するか、お電話にて受付を行っています。
みなさんの参加をお待ちしております。

７月といえば七夕です！

図書館では毎年七夕飾りを行っています。

短冊を用意しています。願い事を書いてみませんか？

たんけんライトをつくろう！

夏のイベント開催

大分県公共図書館等連絡協議会



金曜日

駐車地

駐車地

「小楠小学校」→「尚武館：（小楠児童クラブひまわり）」

時間

☆Aコース

☆Bコース

「如水小学校」　→　「如水こども園」 13：10　～　13：40
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曜日

曜日

金曜日 「大幡小学校」　→　「聖ヨゼフ寮」

13：00　～　13：30

時間

13：10　～　13：40

水曜日

今年の夏に読んでほしい、図書館司書おすすめの本を紹介します。

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

『暁の宇品』

堀川 惠子/著
講談社

『答えは風のなか』

重松 清/著
朝日出版社

『47都道府県ニッポン
学び旅200』

梅澤 真一/監修
朝日新聞出版

『君に読ませたいミステリ
があるんだ』

東川 篤哉/著
実業之日本社

『夏への扉』

ロバート･A.
ハインライン/著

早川書房

『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

『黒武御神火御殿』

宮部 みゆき/著
毎日新聞出版

『アイスの旅』

甲斐 みのり/著
グラフィック社

『ゼリー・プリン・バロア・

ムース』

福岡 直子/著
朝日新聞出版

『地球の歩き方 ムー
異世界の歩き方』

地球の歩き方

『もっとスゴイ！大人のラジオ
体操 決定版』

中村 格子/著
講談社

『満月珈琲店の星詠み』

望月 麻衣/著
文藝春秋

文庫

世界小説

運動

歴史

小説 小説 健康

料理料理小説

世界



　　日時：７月２日、９日、１６日、２３日、３０日(毎週土曜日）

　　　　　　１４：００～

　　場所：視聴覚室　　　　　　　　※１６名限定。先着順

　　(内容)

　　２日（一般）…「ハチとパルマの物語」

　　９日（児童）…「トムとジェリー　９」

　１６日（一般）…「誰もが愛しいチャンピオン」

　２３日（児童）…「ふしぎ駄菓子屋銭天堂　４」

　３０日（一般）…「マイ・ダディ」

　☆日時：７月２０日（水）（毎月第3水曜日） 　☆日時：７月４日、１１日、２５日（毎週月曜日）

・１部：１０：３０～　　・２部：１１：００～ 　　　　　　１１：００～１１：３０　　※祝日はお休みです。

　☆対象：０歳児 　☆対象：未就学児

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

　　あそびなど赤ちゃんのためのおはなし会です。 　　　　　手遊びなど、親子で楽しいひとときを！

日 月 火 水 木 金 土

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31 8/1 2 3 4 5 6

＊開館時間　

　　☆日時：７月７日（木）　13：30～15：30 小幡記念図書館　…　９：００～１９：００
　　☆内容：原文を読み、現代語訳とその時代の背景、 分館（三光・本耶馬渓・耶馬溪・山国）
　　　　　　　 解説等の講義を受ける  　  　 …１０：００～１８：００

あかちゃんタイム

図書館上映会

--　7　--

おはなし会赤ちゃんおはなし会

【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/



 

直木賞

今年は図書館のイベントがたくさんあります！

詳しくは、図書館内のポスターやチラシ、ホームページをご覧ください。

芥川賞

不滅の福澤プロジェクト関連事業 図書館企画第二弾

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

『おいしいごはんが

食べられますように』

高瀬 隼子/著
講談社

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

『夜に星を放つ』

窪 美澄/著
文藝春秋

受賞した作品は予約が
集中します。読まれた

い方はご予約をオスス
メします！



順位 分類番号 予約数 冊数

1 マスカレード・ゲーム 913.6 36 6

2 子宝船　　きたきた捕物帖2 913.6 18 7

3 同志少女よ、敵を撃て 913.6 16 5

4 死神と天使の円舞曲 913.6 14 3

5 石礫　　機捜235 913.6 13 4

6 ジェイソン流　お金の増やし方 338.8 12 2

２位　　 ３位 ４位　　 ５位 ６位

　　　「ハチとパルマの物語」「マイ・ダディ」

　　　「いのちの停車場」

　　　「ふしぎ駄菓子屋銭天堂　④」

　　　「都会(まち)のトム＆ソーヤ」

　　　「トムとジェリー　⑨」

以上　6　点 ※8月下旬からの貸出予定となります。

チコちゃんの素朴なギモン365 ＮＨＫ「チコちゃんに𠮟られる！」制作班

老いが怖くなくなる本 和田　秀樹

負け戦でござる。　北九州豊前国敗者列伝 小野　剛史

子どもの気持ちがわかる本 イザベル・フィリオザ

寝ながら1分！からだの痛みを自分で治す本 白井　天道

「また作って！」と言われるおかわりおかず 上島　亜紀

おうちで作れる実験スイーツレシピ sachi　homemade

農家が教える農家の土木 農文協

本物そっくり！リアル絵の描き方 Yas

あなたの知らない、世界の希少言語 ゾラン・ニコリッチ

ブータン、世界でいちばん幸せな女の子 阿川　佐和子

晩秋行 大沢　在昌

掬えば手には 瀬尾　まいこ

オリーブの実るころ 中島　京子

今日もごきげんよう 松浦　弥太郎

～並び替えて「ことわざ」にしよう！～

問１.　な　か　も　た　ち　た　ら　ぼ 先月の答え

ヒント：　何もしていないのにラッキー ・とうだいもとくらい（灯台下暗し）

問２.　こ　う　か　め　ら　ろ ・たんきはそんき（短気は損気）

ヒント：　はっと気が付くこと ※今月の答えは来月号に掲載します。

914.6

726.5

802

281.9

913.6

379.9

913.6

宮部　みゆき

‐　1　‐

498.3

596

913.6

596.6

614.6

049

159.7

今野　敏

分類番号

厚切りジェイソン

（2022年7月15日現在）

逢坂　冬馬

913.6

書名 著者名

（2022年7月18日現在）

書　　　　　　名 著　　者

知念　実希人

東野　圭吾

１位



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

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

な男の子。おかあさんに、

「こんなにちらかしていると、

ごっちゃおばけがやってくる

わよ」といわれても、きにし

ない。その日の夜、どこから

か、ふしぎなおとがきこえて

きて…。

朝からげんきなセミのこえ。ち

りん、ちりりん、風鈴の音。待

ちに待ったぼくらの季節がやっ

てきた！ 浜はもうすぐ海開き。

海の家の準備も忙しくて…。な

がい夏のいちにちをていねいに

描きます。

◆コメント◆

表紙を見ただけで"夏"を感じます。だんだん夏が近づいてく

るワクワクがページをめくる度に高まります。昨日までとち

がう"なつのおと"、どんな音が待っているのか、夏が楽しみ

になる、夏にピッタリな絵本です。

『夏がきた』
羽尻 利門／作 あすなろ書房

『ぼくのねこ』 PHP研究所

✿ 鈴木 のりたけさん

『ぼくのがっこう』『カどこいった?』など

✿ 工藤 ノリコさん

◆ 作品の一例◆

『ノラネコぐんだん』シリーズ

『ペンギンきょうだい』シリーズなど

『ぱなしくん』
柴田 ケイコ／作・絵 PHP研究所

『ばけねこ』
杉山 亮／作 東京：ポプラ社

男の子が、いつもと同じ場所で、

いつものねこにごあいさつ。で

も、いつもと模様が違う? 「毎

日同じ模様じゃつまらない」と

いうねこに、男の子は、いろい

ろな模様を考えてあげることに。

絵さがしも楽しめる絵本。

かわいがっていたねこがいなく

なり、あたりを必死に探す女の

子。父親が止めるのも聞かずに、

ねこみみやまへ探しに出かけま

した。森で道に迷ってしまった

女の子が、助けを求めたお屋敷

には…。
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不滅の福澤プロジェクトとは…中津市では、2024年の一万円札肖像交代を機に、「不滅の福澤
プロジェクト」として、“オールなかつ”で福澤先生の偉業を顕彰していきます。

募集期間
8月3日(水)～9月30日(金)

募集方法
応募用紙を市内各図書館窓口へ

もしくは図書館ホームページから応募

対象
中津市立図書館の図書館カード所有者

表彰
不滅の福澤プロジェクト賞

（景品：3000円分の図書館カード）

表彰式…11月中を予定

不滅の福澤プロジェクト関連事業 図書館企画第四弾！

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

『学問と情熱 21

「福澤諭吉」そして文明の海原へ』

(122分) 

日時

8月3日(水) 10：00～

8月6日(土)  10：00～

8月10日(水)14：00～

8月12日(金)14：00～

『岬のマヨイガ』(104分)

日時：8月6日(土)

14：00～

『君の膵臓をたべたい』(108分)

日時：8月13日(土)

14：00～

都合の合う日に

お越しください。

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

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

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

不滅の福澤プロジェクト関連事業

図書館企画 第三弾！

福澤諭吉ＤＶＤ上映会

※応募後の川柳の著作権は小幡記念図書館に帰属となります。ご了承ください。
表彰する作品の一部は、図書館に来館いただいた方の投票により選定予定。



1

2

3

4
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9

10

11

12
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神々の物語/カムイユーカラ（全6冊）

スガリさんの感想文はいつだって斜め上（全5）

「守り人」シリーズ（全11冊）

「シノダ！」シリーズ（全11冊）

めいたんていサムくん（全3冊）

十年屋シリーズ（全6冊）

ホオズキくんのオバケ事件簿（全4冊）

那須　正幹

富安　陽子

上橋　菜穂子

平田　駒

「しゅくだい」シリーズ　（全8冊）

チュウチュウ通り　（全10冊） あすなろ書房

PHP研究所

ポプラ社

静山社

富安　陽子

廣嶋　玲子

野ばらの村のピクニック（全6冊）

オニのサラリーマン　（全4冊）

シリーズ名

「ワンダー」シリーズ　（全3冊） R.J.パラシオ

童心社

偕成社

偕成社

河出書房新社

福音館書店

ほるぷ出版

福田　岩緒

ジル・バークレム

藤村　久和

エミリー・ロッダ

著者

富安　陽子

出版社

出版ワークス

絵本塾出版

日時：令和４年９月２日（金）
１４：００～１５：００（開場１３：３０）

場所：小幡記念図書館 研修室
人数：２０名 （申し込み先着順）

講師：千歳農園スタッフ
受付開始：８月３日(水)より

※２０名になり次第受付終了

野菜づくりのコツと裏技講座
～秋冬野菜編～

令和4年度第2回 図書館講座

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

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

① ② ③

④ ⑤ ⑥

⑦ ⑧ ⑨

⑩ ⑪ ⑫
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曜日

曜日

金曜日 「大幡小学校」　→　「聖ヨゼフ寮」

13：00　～　13：30

時間

13：10　～　13：40

水曜日

時間

☆Aコース

☆Bコース

「如水小学校」　→　「如水こども園」 13：10　～　13：40金曜日

駐車地

駐車地

「小楠小学校」→「尚武館：（小楠児童クラブひまわり）」

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

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

『ちびまる子ちゃんの
自由研究』

沼田 晶弘/監修
集英社

『実験・観察大図鑑』

ロバート・
ウィンストン/著

新星出版社

『小学生の究極の
自学ノート図鑑』

森川 正樹/著
小学生

『キッチン実験室』

オレンジページ

『博物館のプロのスゴ技で
自然を調べよう』

小川 誠/共著
少年写真新聞社

『なぜなぜ？かいけつ
ルーペくん』

うえたに夫婦/著
パイインター
ナショナル

『国谷裕子と考える
SDGsがわかる本』

国谷 裕子/監修
文溪堂

『朝日ジュニア学習年鑑

2022』

朝日新聞出版

『ちびまる子ちゃんの

読書感想文教室』

見田 桃子/著
集英社

『算数の図鑑』

キャロル・
ヴォーダマン/著

誠文堂新光社

『算数の実験大図鑑』

DK社/編著
新星出版社

さんすう

じがくじっけん

さんすう

けんきゅう

じっけん けんきゅう けんきゅう

どくしょけんきゅうSDGs

いきもの

『ふしぎ！光る生きもの
大図鑑』

近江谷克裕/著
国土社



蔵書冊数 小幡 三光 本耶馬渓 耶馬溪 山国 全館

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

雑誌 1,908 299 297 204 299 3,007

視聴覚資料 6,035 322 342 338 1,432 8,469

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

貸出冊数 小幡 三光 本耶馬渓 耶馬溪 山国 全館

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

雑誌 17,826 2,029 1,397 949 559 22,760

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

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

一般 児童 合計

83,919 21,240 105,159

小幡 三光 本耶馬渓 耶馬溪 山国 全館

20 3 2 3 2 30

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

新着図書

移動図書館車

積載冊数

三光 本耶馬渓 耶馬溪 山国

38 30 39 35

図書館の本の冊数、利用人数や移動図書館車について

利用人数 登録者人数 48,889

職員数
(カッコ内は司書数）

※蔵書数、貸出数、利用者人数、職員数は2022年3月末日のデータです。

毎週木曜日に約200冊入荷します。

旧中津地域 三光・本耶馬渓地域 耶馬溪・山国地域

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

54

～図書館について～ ～小幡篤次郎
　オバタ　トクジロウ

～ ～図書館の歴史～

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

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

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



　　日時：８月６日、１３日、２７日(毎週土曜日）

　　　　　　１４：００～

　　場所：視聴覚室　　　　　　　　※１６名限定。先着順

　　(内容)

　　６日（児童）…「岬のマヨイガ」

　１３日（児童）…「君の膵臓を食べたい　劇場アニメ」

　２７日（一般）…「猫忍」

８/３,６,１0,１２日（一般）…「「福澤諭吉」そして文明の海原へ」

※２０日は美術鑑賞講座のため、上映会はお休みです。

　☆日時：８月１７日（水）（毎月第3水曜日） 　☆日時：８月８日、２２日、２９日（毎週月曜日）

・１部：１０：３０～　　・２部：１１：００～ 　　　　　　１１：００～１１：３０　　※祝日はお休みです。

　☆対象：０歳児 　☆対象：未就学児

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

　　あそびなど赤ちゃんのためのおはなし会です。 　　　　　手遊びなど、親子で楽しいひとときを！

☆日時：８月１７日(水)　10：00～12：00　　（毎月第3水曜日)

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

　お子さんの声などが館内に響いても一般のみなさまにご理解頂けるよう図書館で設定する時間です。

　※保護者の方の代わりの抱っこはまだ再開していません。

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 9/1 2 3

　　☆日時：８月４日（木）　13：30～15：30 ＊開館時間　

　　☆内容：原文を読み、現代語訳とその時代の背景、 小幡記念図書館　…　９：００～１９：００

　　　　　　　 解説等の講義を受ける 分館（三光・本耶馬渓・耶馬溪・山国）
 　  　 …１０：００～１８：００

図書館上映会
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　おはなし会　赤ちゃんおはなし会

あかちゃんタイム

【代表】小幡記念図書館

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

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



 

不滅の福澤プロジェクト関連事業 図書館企画第四弾

募集期間
8月3日(水)～9月30日(金)

募集方法
応募用紙を市内各図書館窓口へ

もしくは図書館ホームページから応募

対象
中津市立図書館の図書館カード所有者

表彰
不滅の福澤プロジェクト賞

（景品：3000円分の図書館カード）

表彰式…11月中を予定

※応募後の川柳の著作権は小幡記念図書館に帰属となります。ご了承ください。

不滅の福澤プロジェクトとは…中津市では、2024年の一万円札肖像交代を機に、「不滅の福澤
プロジェクト」として、“オールなかつ”で福澤先生の偉業を顕彰していきます。

ゆきち せんりゅう

令和4年度第３回 図書館講座

これからの と

について

・家計管理のポイント

・ライフプランの立てかた

・キャッシュレス決済の気を付けたい注意点

～講座内容～

・日時：令和４年１０月７日(金)
１４：００～１５：３０
（講座60分、質問タイム30分）

・会場：小幡記念図書館 研修室

・定員：２０組

・受付：９月２日(金)～
９月２９日(木)

・対象：どなたでも

・講師：衛藤 千江美氏
(金融広報アドバイザー)

・申込方法：①申込用紙に記入し、提出

②電話で申込（0979-22-0679）

参加無料



順位 分類番号 予約数 冊数

1 おいしいごはんが食べられますように 913.6 39 6

2 マスカレード・ゲーム 913.6 31 6

3 夜に星を放つ 913.6 29 4

任侠楽団 913.6 17 4

よって件のごとし　三島屋変調百物語8 913.6 17 5

6 80歳の壁 338.8 14 2

２位　　 ３位 ４位　　 ５位 ６位

　　　「43年後のアイ・ラヴ・ユー」

　　　「猫忍」「浅田家！」

　　　「君の膵臓を食べたい　劇場アニメ」

　　　「岬のマヨイガ」

　　　「深海のサバイバル」

以上　6　点 ※9月下旬からの貸出予定となります。

スマホで困ったときの大事典 ワン・パブリッシング

女性の覚悟 坂東　眞理子

九州のおいしい道の駅＆SA・PA JTBパブリッシング

おおいたの子ども家庭福祉 井上　登生

カラダが10歳若返る鎌田式ずぼらストレッチ 鎌田　實

エコな毎日 中嶋　亮太

ムダゼロ献立 武蔵　裕子

日陰と小さなスペースの庭づくり 主婦の友社

紙バンドで楽しくミニチュアの世界 村田　美穂

0歳から始める！英語絵本音読メソッド 小林　妙子

終活中毒 秋吉　理香子

アナベル・リイ 小池　真理子

財布は踊る 原田　ひ香

その本は 又吉　直樹

そのヘビ、ただのヒモかもよ！ 新堂　冬樹

～並び替えて「ことわざ」にしよう！～

問１.　き　っ　す　と　ぽ　つ　ん 先月の答え

ヒント：　似ているようで中身は全く違う ・たなからぼたもち（棚から牡丹餅）

問２.　く　に　か　ぎ　ぬ ・めからうろこ（目から鱗）

ヒント：　まったく手ごたえがない ※今月の答えは来月号に掲載します。

914.6

754.9

830.7

291.9

913.6

369.4

913.6

東野　圭吾

‐　1　‐

498.3

590

913.6

596

629.7

007.6

159.6

宮部　みゆき

分類番号

和田　秀樹

（2022年8月18日現在）

4

窪　美澄

913.6

書名 著者名

（2022年8月18日現在）

書　　　　　　名 著　　者

今野　敏

高瀬　隼子

１位



―　2　―

～夏のイベント報告～
令和4年度夏に開催されたイベントをご報告いたします。

今後も様々なイベントを開催しますので、図書館内のポスターや図書館だより、ホームページな
どをご覧いただき、興味のあるものにご参加お待ちしています。

七夕飾り

6/23(木)から
7/8(金)の間、小
幡記念図書館ロ
ビーに七夕飾りを
設置しました。
今年の短冊には感
染症の終息のほか
にも平和を願うも
のも多く見受けら
れました。皆さま
の願い事が叶いま
すように。

図書館
司書体験

7/27(水)から
7/29(金)の3日間、
小幡記念図書館で
市内の小学校6年
生を対象にした
「図書館司書体験
＆バックヤード見
学」を開催し、
20名の小学生が
参加しました。

図書館講座

7/29(金)令和4年度第1回図書館講座が開
催されました。
今回の講座内容は「本のフィルムかけ講
座」でした。8組11名の方が参加され、ご
自分の本にフィルムがけを行いました。

夏休み
工作教室

8/8(月)中津市内
の小学生を対象と
した。「夏休み工
作教室」を行いま
した。
１９名の方が参加
し、自分だけの
「たんけんライ
ト」を作りました。

福澤先生・小幡先生と
写真を撮ろう！

8/3(水)～8/31(水)小幡記念図書館のロ
ビーにフォトスポットが設置されました。
中津市の偉人・福澤諭吉先生と図書館の
生みの親・小幡篤次郎先生の大きなパネ
ルが設置され、巨大一万円札と共に、多
くの方が撮影を楽しんでいました。

福澤諭吉 DVD上映会

不滅の福澤プロジェク
ト関連事業として図書
館企画第三弾 福澤諭
吉DVD上映会を合計4
日間行いました。
『学問と情熱21「福澤
諭吉」そして文明の海
原へ』を上映しました。
今回上映したＤＶＤは
不滅の福澤コーナーに
置いています。ぜひ利
用してみてください。

夏の思い出

参加ありがとう
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今年も敬老の日にあわせ、おすすめリストを配布します。

先着１００名に「しおり」を配布予定。

読書は心の栄養です。

秋の夜長に、ぜひ読書を楽しんでください♪

配布期間
９月中旬～ なくなり次第終了

配布場所
小幡記念図書館 および BM(移動図書館車)

洋書コーナー

洋書コーナーに新刊が入りました！

ハリーポッター全７巻や、映画化された海外の人気ヤングアダルト作品『Holes』など

5作品の他、英語版漫画『ドラえもん』や『Haikyu!!』もあります。この機会に楽しく

英語を学んでみませんか？

たくさん読むことで英語が身につく「英語多読コーナー」(児童書架)もおすすめです！

自分のレベルにあった本から読み進めてみてね♬



◆今月のテーマ◆  植物の絵本
今月は、種にも花にも秘密がいっぱい！植物が登場する絵本を紹介します♪

✣ 今月の『司書が選んだ一冊』✣ ✣ 今月の『絵本作家さん』✣

― 4 ―

「動かない鳥」として有名なハシ

ビロコウ。一体何があったら動く

んだろう。友達のカバが挨拶して

も、怖いヘビが来ても…

えっゾウの鼻がバナナになったっ

て、…動かない！

果たしてハシビロコウが動く時と

は⁉ ほっこりする絵本です。

◆コメント◆

このハシビロコウという鳥、全然うごきません。

いろんな動物たちがハシビロコウを驚かせようと次々登場

してくる場面では、自分がついつい笑ってしまいます。

ハシビロコウっていったいどんな鳥なんだろう…。

『うごきません。』
大塚 健太／作 パイインターナショナル

『そらからぼふ～ん』 くもん出版

✿高畠 那生さん
『カエルのおでかけ』『うしとざん』

『チーター大セール』など

✿いわむら かずおさん
◆ 作品の一例◆

『14ひき』シリーズ『かんがえるかえるくん』など

『いろいろはっぱ』
小寺 卓矢／作 アリス館

『チューリップ』
荒井 真紀／作 小学館

ひゅ～～～…ぼぼ～～ん！！

ある日空から落ちてきたのは、大

きな大きなホットケーキ！続いて

バターがとぅん！ハチミツがどっ

ぷ～ん！…さて、きみならこの

ホットケーキ…食べる？

言葉の迫力も面白い、読み聞かせ

にもおすすめの絵本です。

みてみて！ぼくたち、はっぱ。

まる、三角、四角、ハート…い

ろんなかたち、いろんなおおき

さ、いろんなぎざぎざ。

はっぱのかおは、みんなちがう

よ。みんなの家の近くにはどん

ないろいろはっぱがあるかな？

ぜひ読んで探してみてね！

チューリップは種ではなく球根か

ら育てます。球根を植えるのは、

秋。寒い冬を土の中で過ごさない

と、春に咲くことはできないので

す。チューリップの成長に合わせ

て土の中の球根はどう変化するの

でしょうか？詳細な絵とやさしい

文で知る科学絵本です。



　　日時：９月３日、１０日、１７日、２４日(毎週土曜日）

　　　　　　１４：００～

　　場所：視聴覚室　　　　　　　　※１６名限定。先着順

　　(内容)

　　３日（一般）…「梅切らぬバカ」

　１０日（児童）…「トムとジェリー　８」

　１７日（一般）…「少年寅次郎スペシャル」

　２４日（児童）…「おしりたんてい　１７」

　☆日時：９月２１日（水）（毎月第3水曜日） 　☆日時：９月５日、１２日、２６日（毎週月曜日）

・１部：１０：３０～　　・２部：１１：００～ 　　　　　　１１：００～１１：３０　　※祝日はお休みです。

　☆対象：０歳児 　☆対象：未就学児

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

　　あそびなど赤ちゃんのためのおはなし会です。 　　　　　手遊びなど、親子で楽しいひとときを！

☆日時：９月２１日(水)　10：00～12：00　　（毎月第3水曜日)

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

　お子さんの声などが館内に響いても一般のみなさまにご理解頂けるよう図書館で設定する時間です。

　※保護者の方の代わりの抱っこは、まだ再開していません。

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 10/1

　　☆日時：９月８日（木）　13：30～15：30 ＊開館時間　

　　☆内容：原文を読み、現代語訳とその時代の背景、 小幡記念図書館　…　９：００～１９：００

　　　　　　　 解説等の講義を受ける 分館（三光・本耶馬渓・耶馬溪・山国）
 　  　 …１０：００～１８：００

図書館上映会

--　5　--

　おはなし会　赤ちゃんおはなし会

あかちゃんタイム

【代表】小幡記念図書館

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

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



 

日程 2022年11月9日(水)

時間 17：30から
(開場17：00から)

場所 小幡記念図書館 館内

内容 ヴァイオリンとピアノ演奏

演奏者 三宅孝治さん・佐知子さん

『

※今年度は“秋”に“図書館内”で行います！
音楽を聴きながら読書を楽しんでみませんか？

観覧無料

2022.Autumn Library Concert
～図書館で音楽会～

読書週間イベント開催

・除籍本の無料配布

・除籍本の無料配布

・本のお楽しみ袋

・イチョウの木を色づかせよう

・[展示]図書館のバリアフリー

ユニバーサルデザイン

※詳細はホームページや
図書館だよりの中をご覧ください。

・図書館deビンゴ
～クイズに挑戦～

・秋のおたのしみ
おはなし会

〔その他イベント〕

・グリーンリボン(臓器移植)
クイズラリー



順位 分類番号 予約数 冊数

1 おいしいごはんが食べられますように 913.6 34 6

2 夜に星を放つ 913.6 27 4

3 ハヤブサ消防団 913.6 21 2

4 マスカレード・ゲーム 913.6 20 6

5 よって件のごとし 913.6 17 5

6 財布は踊る 913.6 16 5

２位　　 ３位 ４位　　 ５位 ６位

　　　「43年後のアイ・ラヴ・ユー」

　　　「梅切らぬバカ」

　　　「ザ・ファブル　殺さない殺し屋」

　　　「トムとジェリー　８」「アーヤと魔女」

　　　「おしりたんてい　１７」

以上　5　点 ※10月下旬からの貸出予定となります。

SNS別最新著作権入門 井上　拓

アドラー心理学 岩井　俊憲

おおいたランチ手帖 おおいたインフォメーションハウス

今日から始める本気の食料備蓄 高荷　智也

タオルで楽々！カラダほぐれる！健康PARTY体操 村山　敏夫

サステナブルな自炊生活 しらいし　やすこ

炊き込みごはん 荒木　典子

そのとき、日本人は何人養える？ 篠原　信

阿川佐和子のこの噺家に会いたい 阿川　佐和子

マンガでわかるはじめての韓国語 チョ　ヒチョル

営繕かるかや怪異譚　その3 小野　不由美

噓つきジェンガ 辻村　深月

越境刑事 中山　七里

英雄 真保　裕一

ベスト・エッセイ　2022 日本文藝家協会

～並び替えて「ことわざ」にしよう！～

問１.　に　も　ね　ん　ん　さ　う　え　い　し　の 先月の答え

ヒント：　辛くても辛抱強く続ければいつか… ・つきとすっぽん（月とスッポン）

問２.　と　け　ほ　ぬ　が　し　ら ・ぬかにくぎ（糠に釘）

ヒント：　知らないままでいればよかった ※今月の答えは来月号に掲載します。

池井戸　潤

913.6

書名 著者名

（2022年9月15日現在）

書　　　　　　名 著　　者

東野　圭吾

高瀬　隼子

140

宮部　みゆき

分類番号

原田　ひ香

（2022年9月15日現在）

窪　美澄

‐　1　‐

498.3

596

913.6

596.3

611.3

021.2

914.6

779.1

829.1

291.9

913.6

369.3

913.6

１位



 

１０月２７日から１１月９日は読書週間です。

読書週間のイベントとして様々な催し物を開催します。
気になるイベントがありましたら、参加をお待ちしています。

‟読書週間”イベント

本や雑誌など図書館で除籍となった
資料を配布します。
毎回人気の雑誌などもございます。
気になるものがないかのぞいてみま
せんか？

除籍本の無料配布

図書館deビンゴ～クイズに挑戦～

５×５のマス目に並べた図書館や本、中津市に関する
クイズに挑戦！正解のマスでビンゴを１列完成させると
景品を進呈します。
大人用・こども用があります。

イチョウの木を色づかせよう

秋のおたのしみおはなし会

イチョウの葉っぱに好きな本・おすすめの本の
タイトルを書いて木にはりつけませんか？

本のお楽しみ袋

テーマごとにおすすめの本を２冊ずつ袋に入れています。
中に入っている本のタイトルがわからないようにしていますので、
どんな本が入っているのかお楽しみに！



 多様な人が社会に参加する

うえでの障壁（バリア）をなく

すことです。

図書館でも、障がいのある方

や通常の印刷物を読むこと

が困難な方、図書館が遠い方

のために、さまざまなサービ

スを提供しています。

上記の期間、小幡記念図書館の２階書庫（閉架）の資料総点検を行います。
点検期間中、保管場所が「閉架」となっている資料の貸出・館内での閲覧ができません。
また、予約は出来ますが、点検終了まで貸出が出来ません。
利用者の皆さまにはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解ご協力をお願いします。

なお、点検終了日に関しては早まることもございます。

バリアフリーとは…



◆今月のテーマ◆ 「全国SLA絵本委員会選定えほん50（2021-2022）」

公益社団法人全国学校図書館協議会絵本委員会が選んだ絵本をご紹介！

✣ 今月の『司書が選んだ一冊』✣ ✣ 今月の『絵本作家さん』✣

―2―

ある日とつぜん目を覚ましたた

まご。はじめて歩き、はじめて

話す。マシュマロを起こして、

キッチンの台を降り、探検にも

出かけ…。読むほどに引き込ま

れる不思議なお話。

大自然が時間をかけて作りだした

鉱物は、いわば地球からのメッ

セージ。色も形もさまざまな石の

かけらから、46億年におよぶ地

球の歩みをひも解く。身近な科学

に興味を持つきっかけになる知識

絵本。

◆コメント◆

タイトル通り、石について成り立ちや用途などが科学面

や歴史面から分かりやすく描かれています。何より、さ

まざまな石の姿が鮮やかな色彩で美しく描かれ見ごたえ

があります！地球の欠片、石の魅力がつまった絵本です。

『いしのはなし』
ダイアナ・アストン／文 ほるぷ出版

『おうさまのこどもたち』 偕成社

✿ 三浦 太郎 さん

『くっついた』『おおきなおひめさま』など

✿ かこ さとしさん

◆ 作品の一例 ◆

『だるまちゃんとてんぐちゃん』シリーズ

『からすのパンやさん』シリーズ など

『ぱったんして』
松田 奈那子／作 KADOKAWA

『たまごのはなし』
しおたに まみこ／作 ブロンズ新社

花屋、アイドル歌手、サッカー

選手など、自分の好きな仕事で

人々を幸せにしたいと考えた、

王様の10人のこどもたち。王様

のあとを継いだのは…? さまざ

まな職場のようすがこまかく描

かれた楽しい絵本。

半分に折った紙を開いて、絵の

具で色をのせよう。色をのせた

紙を半分に折って、ぎゅっと押

さえて、やさしくなでると…。

紙を開いたら、どんな形ができ

たかな? はじめてふれるアート

の絵本。



　　日時：１０月１日、８日、１５日(毎週土曜日）

　　　　　　１４：００～

　　場所：視聴覚室　　　　　　　　※１６名限定。先着順

　　(内容)

　　１日（一般）…「幕末相棒伝」

　　８日（児童）…「おしりたんてい　１８」

　１５日（一般）…「あいねこ」

※22日、29日は美術館イベントのため、上映会はお休みです。

　☆日時：１０月１９日（水）（毎月第3水曜日） 　☆日時：１０月３日、１７日、２４日（毎週月曜日）

・１部：１０：３０～　　・２部：１１：００～ 　　　　　　１１：００～１１：３０　　※祝日はお休みです。

　☆対象：０歳児 　☆対象：未就学児

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

　　あそびなど赤ちゃんのためのおはなし会です。 　　　　　手遊びなど、親子で楽しいひとときを！

☆日時：１０月１９日(水)　10：00～12：00　　（毎月第3水曜日)

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

　お子さんの声などが館内に響いても一般のみなさまにご理解頂けるよう図書館で設定する時間です。

　※保護者の方の代わりの抱っこは、まだ再開していません。

日 月 火 水 木 金 土

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

　　☆日時：１０月６日（木）　13：30～15：30 30 31 11/1 2 3 4 5

　　☆内容：原文を読み、現代語訳とその時代の背景、 ＊開館時間　

　　　　　　　 解説等の講義を受ける 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

図書館上映会

--　3　--

　おはなし会　赤ちゃんおはなし会

あかちゃんタイム

【代表】小幡記念図書館

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

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



 

休館期間)１２月５日(月)から１２月９日(金)

中津市立図書館は上記の期間、休館いたします。

期間中の返却は返却ポストをご利用ください。

利用者のみなさまにはご迷惑をおかけいたします

が、ご了承ください。

図書資料総点検では、図書館にある本が無くなっていないか、所定の位置にあるか、１冊１冊確認しています。
そのため一定の期間が必要になります。点検終了後は以前より利用しやすい図書館になるように、普段は出来

ない本棚の掃除や整理も行います。

日程 2022年11月9日(水)

時間 17：30から

(開場17：00から)

※今年度は“秋”に“図
書館内”で行います！
音楽を聴きながら読書を
楽しんでみませんか？

図書館資料総点検による休館のお知らせ

観覧無料

2022.Autumn Library Concert
～図書館で音楽会～

諭
吉
川
柳

入
賞
作
品

決
定

場所 小幡記念図書館 館内

内容 ヴァイオリンとピアノ演奏

演奏者 三宅孝治さん・佐知子さん
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順位 分類番号 予約数 冊数

1 おいしいごはんが食べられますように 913.6 28 6

2 夜に星を放つ 913.6 27 4

3 ハヤブサ消防団 913.6 26 6

4 財布は踊る 913.6 14 2

5 ジェイソン流　お金の増やし方 338.8 14 2

6 その本は 913.6 12 2

２位　　 ３位 ４位　　 ５位 ６位

　　　「おらおらでひとりいぐも」

　　　「幕末相棒伝」

　　　「おしりたんてい　18」「リメンバー・ミー」

　　　「映画おしりたんていスフーレ島のひみつ」

以上　5　点 ※11月下旬からの貸出予定となります。

老年の読書 前田　速夫

引き寄せの法則見るだけノート 望月　俊孝

さかのぼり武士の日本史 跡部　蛮

老いを楽しく手なずけよう 吉永　みち子

炭水化物の摂り方・選び方パーフェクト事典 竹並　恵里

「お金じょうずさん」の小さな習慣 市居　愛

平野レミのオールスターレシピ 平野　レミ

手軽にふやせるさし木・株分け・とり木・つぎ木・種まき 渡辺　均

思わずクラシックを聴きたくなる雑学書 鈴木　陽

世界を変えた100のシンボル　上・下 コリン・ソルター

乱鴉の空　　「弥勒」シリーズ11 あさの　あつこ

「十二国記」30周年記念ガイドブック 小野　不由美

麻阿と豪 諸田　玲子

愚者の階悌 松井　今朝子

カニカマ人生論 清水　ミチコ

～並び替えて「ことわざ」にしよう！～

問１.　ほ　そ　う　べ　う　も　ん 先月の答え

ヒント：　時と場合により、言ってもいい⁈ ・いしのうえにもさんねん(石の上にも三年)

問２.　み　ょ　け　う　の　う　こ　が ・しらぬがほとけ(知らぬが仏)

ヒント：　失敗しても大丈夫 ※今月の答えは来月号に掲載します。

914.6

760.4

801.9

288.3

913.6

367.7

913.6

窪　美澄

‐　1　‐

498.5

591

913.6

596

627.1

019.9

159

厚切りジェイソン

分類番号

又吉　直樹

（2022年10月20日現在）

池井戸　潤

913.6

書名 著者名

（2022年10月20日現在）

書　　　　　　名 著　　者

原田　ひ香

高瀬　隼子

１位



◆今月のテーマ◆ 音の絵本

今月は、心地よい音楽から虫の音まで！いろんな音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―

フルーフルー…ぼくの笛の音は

風にのり、彼方にこだまする。

そこに次々動物たちがやってき

て…タタ、タタ、ケチャ、ケ

チャ、ビーン、ビーン…心地よ

い音楽の余韻が残る色彩も美し

い絵本です。

ひゃ～ひゃりほ～♪笛の音ととも

に誰かがやってきます。ほっかむ

り、変な服、変な動き…変な顔！

「こんなかおできる～？」ひょっ

とこのまねをしているうちにほら、

みんな笑顔で踊りだします。あな

たも一緒にまねしてみよう！

◆コメント◆

まず、インパクトのある表紙に魅せられます。

ひょっとこの色々な顔が楽しいです！

いっしょに踊りたくなっちゃう楽しい絵本！

思わず笑って元気になりますよー！！

『おいら ひょっとこ』
ザ・キャビンカンパニー／作・絵 ひさかたチャイルド

『ドライバー マイルズ』 BL出版

✿ ジョン・バーニンガム さん

『ガンピーさんのふなあそび』シリーズ

『ねえ、どれがいい？』など

✿ かがくい ひろし さん

◆ 作品の一例◆

『だるまさん』シリーズ 『おふとんかけたら』など

『うるさく、しずかに、ひそひそと』
ロマナ・ロマニーシン アンドリー・レシヴ／作

河出書房新社

『ぼくがふえをふいたら』
阿部 海太／作 岩波書店

マイルズは散歩嫌いで呼ばれても

来ない厄介な犬。でも車に乗るの

は大好き。そこでお隣のハディさ

んが作ってくれたのは…犬用のマ

イカー！？ラストシーンの続きを

想像するのも楽しい絵本。続編は

「パイロットマイルズ」です。

はじまりは、しーんと、しずか。

でも、それからうるさくなった…

楽器、人間の体、自然、そして聴

こえない音まで「音」や「聴くこ

と」について美しいグラフィック

で解説している絵本。眺めるだけ

で音が聴こえてきそうです。



‐　3　‐

１０月２７日から１１月９日は読書週間です。

読書週間のイベントとして様々な催し物を開催します。
気になるイベントがありましたら、参加をお待ちしています。

‟読書週間”イベント

本や雑誌など図書館で除籍となった
資料を配布します。
毎回人気の雑誌などもございます。
気になるものがないかのぞいてみま
せんか？

除籍本の無料配布

図書館deビンゴ～クイズに挑戦～

５×５のマス目に並べた図書館や本、中津市に関する
クイズに挑戦！正解のマスでビンゴを１列完成させると
景品を進呈します。
大人用・こども用があります。

イチョウの木を色づかせよう

イチョウの葉っぱに好きな本・おすすめの本の
タイトルを書いて木にはりつけませんか？

本のお楽しみ袋

テーマごとにおすすめの本を２冊ずつ袋に入れています。
中に入っている本のタイトルがわからないようにしていますので、
どんな本が入っているのかお楽しみに！

秋のおたのしみおはなし会



‐　4　‐

多様な人が社会に参加するうえでの障壁（バリア）をなくす

ことです。

図書館でも、障がいのある方や通常の印刷物を読むことが

困難な方、図書館が遠い方のために、さまざまなサービス

を提供しています。

上記の期間、小幡記念図書館の２階書庫（閉架）の資料総点検を行います。
点検期間中、保管場所が「閉架」となっている資料の貸出・館内での閲覧ができません。
また、予約は出来ますが、点検終了まで貸出が出来ません。
利用者の皆さまにはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解ご協力をお願いします。
なお、点検終了日に関しては早まることもございます。

バリアフリーとは…

〇館内の段差無し

〇玄関入り口にスロープ設置

〇障がい者用駐車スペース

体が不自由な方に配慮し、段差のない館内やスロー

プを設置しています。また、入り口に近い場所に障が

い者用駐車スペースを設けています。

〇多目的トイレ

どなたでも利用できる多目的トイレを設置してい

ます。

施設・設備

〇貸出用車椅子 〇カート 〇ベビーカー

館内で利用できる車椅子は2台、カートは3台、ベ

ビーカーは2台準備しています。

〇拡大鏡、老眼鏡、筆談用ボード

字が読みにくい方のための拡大鏡や眼鏡、音の聞

こえにくい方のための筆談用ボードを準備していま

す。

館内で使用できる備品

〇大活字本

大きい活字で印刷された図書です。

〇朗読CD

耳で楽しめる録音図書です。

〇点字図書

目の不自由な方のための点字図書です。

〇LLブック

やさしい日本語、絵や写真、ピクトグラムなど

で書かれた読みやすい図書です。

図書館資料 移動図書館車

○中津市立図書館の移動図書館車
ハローブック号

中津市立図書館は3台の移動図書館車を所有しており、
2000冊～3000冊の本を載せて市内ステーションを巡回
しています。
中津地域54カ所、三光地域38カ所、本耶馬渓地域30

カ所、耶馬溪地域39カ所、山国地域35カ所をめぐり、図
書館に来館しづらい利用者へ本を届けています。



    

  

Library Concert 
～図書館で音楽会～ 

今後の新型コロナウィルス感染症拡大の状況によっては、日程の変更や開催の中止等が生じる場合があります。 

詳しくは図書館の情報をご確認ください。なお、観覧の際はマスク着用のご協力をお願いいたします。 

主催❁小幡記念図書館／お問い合わせは 0979-22-0679 へ 

２０２２年 １１月９日 (水) 

〈開場〉１７：００ 〈開演〉１７：３０ 

〈場所〉小幡記念図書館 館内 

〈内容〉ヴァイオリンとピアノ演奏 

観覧無料・申込み不要 

座席数 ５０ （館内立ち見可） 

毎年、多くの方に好評いただいている三宅孝治さん・佐知子さんご夫妻による  

ヴァイオリン＆ピアノ演奏会。本年は３年振りに館内での開催となります。  

小さなお子様も楽しめますので、どうぞお気軽にお越しください。  

本とともに、おふたりが奏でるあたたかな音色を体感してみませんか？  

2022.Autumn 

今回のテーマは 

平和と笑顔 



 

“おうち時間”が増えている今、かわいいお正

月飾りとともに年末年始をゆったりと過ごしま

せんか？ 

ご自宅でも簡単に作れる方法や作成例、参考に

なる本などを図書館職員がお教えいたします！ 

２０２２年１２月２３日（金） 

14:00～15:00（13:30開場） 

場所：小幡記念図書館 研修室 

講師：図書館職員 

対象：中学生以上 

定員：１５名（先着順） 

 

＜申込方法＞ 

① カウンター設置の申込用紙に記入し、提出 

② 電話で申込（０９７９-２２-０６７９） 

１１月１４日（月）より受付開始 

なおコロナの感染状況により開催日の 

変更または中止の場合があります。 

主催：小幡記念図書館 

◆講座内容◆ 

・お正月飾りの例の紹介 

・簡単に作れる方法の提案 

・作成の参考になる図書館資料の紹介 

・簡単なワークショップ 

講座内で講師が作成した飾りを 
プレゼントする抽選会を最後に開催予定！ 

※参加される方は必ずマスクの着用・検温・手指消毒をお願いします。 
※当日発熱や咳などの症状のある方は参加をご遠慮いただきます。 

 

＜令和４年度 第４回 図書館講座＞ 

作成例 



　　日時：１１月５日、１２日、１９日、２６日(毎週土曜日）

　　　　　　１４：００～

　　場所：視聴覚室　　　　　　　　※１６名限定。先着順

　　(内容)

　　５日（一般）…「君がいる、いた、そんな時」

　１２日（児童）…「ふしぎ駄菓子屋銭天堂　５」

　１９日（一般）…「マジカルミラー」

　２６日（児童）…「トムとジェリー　７」

　☆日時：１１月１６日（水）（毎月第3水曜日） 　☆日時：１１月１４日、２１日、２８日（毎週月曜日）

・１部：１０：３０～　　・２部：１１：００～ 　　　　　　１１：００～１１：３０　　※祝日はお休みです。

　☆対象：０歳児 　☆対象：未就学児

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

　　あそびなど赤ちゃんのためのおはなし会です。 　　　　　手遊びなど、親子で楽しいひとときを！

☆日時：１１月１６日(水)　10：00～12：00　　（毎月第3水曜日)

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

　お子さんの声などが館内に響いても一般のみなさまにご理解頂けるよう図書館で設定する時間です。

　※保護者の方の代わりの抱っこは、まだ再開していません。

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 12/1 2 3

　　☆日時：１１月１０日（木）　13：30～15：30 ＊開館時間　 ■…休館日です

　　☆内容：原文を読み、現代語訳とその時代の背景、 小幡記念図書館　…　９：００～１９：００

　　　　　　　 解説等の講義を受ける 分館（三光・本耶馬渓・耶馬溪・山国）

 　  　 …１０：００～１８：００

図書館上映会

--　7　--

　おはなし会　赤ちゃんおはなし会

あかちゃんタイム

【代表】小幡記念図書館

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

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



 

資料総点検休館期間)１２月５日(月)から１２月９日(金)

年末年始休館期間)１２月２９日(木)から１月４日(水)

中津市立図書館は上記の期間、休館いたします。

期間中の返却は返却ポストをご利用ください。

本年は１２月２８日(水)が今年最後の開館です。

新年は１月５日(木)からのご来館をお待ちしております。

休館のお知らせ日 月 火 水 木 金 土

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

1/1 2 3 4 5 6 7

クリスマスプレゼントくじ

児童向け

開催日)令和4年12月26日(月)

時間)10：30～

場所)小幡記念図書館
カウンター横

新春 福くじ

大人向け

開催日)令和5年1月6日(金)

時間)10：30～

場所)小幡記念図書館 研修室

※注意※

・抽選には当日貸出したレシートをご提示ください。ひとり1回までです。



順位 分類番号 予約数 冊数

1 夜に星を放つ 913.6 23 4

2 ハヤブサ消防団 913.6 22 7

3 おいしいごはんが食べられますように 913.6 19 6

4 財布は踊る 913.6 15 5

5 機械仕掛けの太陽 913.6 13 3

6 ＃真相をお話しします 913.6 12 4

２位　　 ３位 ４位　　 ５位 ６位

　　　「君がいる、いた、そんな時」「マジカルミラー」

　　　「シリーズにっぽん農紀行　ふるさとに生きる９」

　　　「ふしぎ駄菓子屋銭天堂　５」

　　　「トムとジェリー　７」

　　　「ミラベルと魔法だらけの家」

以上　6　点 ※12月下旬からの貸出予定となります。

ルーズリーフ手帳の作り方 マルマン

人生後半、上手にくだる 一田　憲子

徳川家康の決断 本多　隆成

子育て365日　親の不安がスーッと消える言葉集 親野　智可等

ずっと元気でいたければ60歳から食事を変えなさい 森　由香子

80歳、村上祥子さんの長生き発酵食レシピ 村上　祥子

収納上手のインテリア押入れ 成美堂出版

はじめての全部スマホでできる！ヤフオク！ 吉岡　豊

名画の中で働く人々 中野　京子

五〇人の作家たち 岡山　典弘

光のとこにいてね 一穂　ミチ

老害の人 内館　牧子

なんとかしなくちゃ　青雲編 恩田　陸

機械仕掛けの太陽 知念　実希人

無人島のふたり 山本　文緒

～並び替えて「ことわざ」にしよう！～

問１.　か　も　え　に　ち　た　い 先月の答え

ヒント：　実際には役に立たないもの ・うそもほうべん(うそも方便)

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

ヒント：　すぐに実行するべし！ ※今月の答えは来月号に掲載します。

高瀬　隼子

913.6

書名 著者名

（2022年11月17日現在）

書　　　　　　名 著　　者

原田　ひ香

窪　美澄

159.7

知念　実希人

分類番号

結城　真一郎

（2022年11月17日現在）

池井戸　潤

‐　1　‐

498.5

596

913.6

597.5

673.3

002.7

914.6

723

910.2

289.1

913.6

367.7

913.6

１位



◆今月のテーマ◆

かぞくもいろいろ、みんなちがう…今月は「家族」の絵本をご紹介します♪

✣ 今月の『司書が選んだ一冊』✣ ✣ 今月の『絵本作家さん』✣

―2―

学校で、自分の家族の話をするこ

とになった女の子。「わたしの家

族はほかとちがうから」と黙って

しまいますが、クラスメイトたち

の家族もちがっていて…子どもた

ちのユーモラスな語りが楽しい、

あたたかい家族のお話。

ケーキ、パイとタルト、チョコ

レートのおかし、クリスマスのお

かし…。あなたは、どんなおかし

が好きですか? 世界中のいろい

ろなおかしを紹介します。それぞ

れのおかしがどこの国で生まれた

のかがわかる国旗のマーク付き。

◆コメント◆

小さな絵本を開くと…ケーキにチョコレート、クッキー、

和菓子などなど。そこにはページいっぱいにおいしそうな

お菓子がたくさん！丁寧に美しく描かれているお菓子は、

見ているだけでわくわくします。

『おかしのずかん』
大森 裕子／作 白泉社

『トントントンをまちましょう』ひさかたチャイルド

✿あまんきみこさん

『ちいちゃんのかげおくり』『きつねのかみさま』

✿モーリス･センダックさん

◆ 作品の一例◆

『バンブルアーディ』『父さんがかえる日まで』など

『すてきなテーブル』
ピーター・レイノルズ／絵と文 新評論

『わたしのかぞくみんなのかぞく』
サラ・オレアリー／さく あかね書房

夕方から降り出した雪を見て、

あわてて甘酒を作り始めたお母

さん。しばらくすると、知らな

い子どもたちが次々と甘酒を飲

みにやってきて…。思いやりに

満ちた優しい世界を描く、冬の

夜にぴったりの絵本。

ひとりで食事をしているヴァイオ

レット。スマホやタブレットに夢

中でバラバラになってしまった家

族を再びひとつの食卓に集わせよ

うと立ち上がり…。「孤食・黙

食・ネット依存」と「家族の時間

の有限性」を考える絵本。



　　日時：１２月３日、１０日、２４日(毎週土曜日）

　　　　　　１４：００～

　　場所：視聴覚室　　　　　　　　※１６名限定。先着順

　　(内容)

　　３日（一般）…「おしい刑事　１」

　１０日（一般）…「おしい刑事　２」

　２４日（児童）…「ミッキーマウス　１」

※　17日は美術鑑賞講座のため、上映会はお休みです。

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

・１部：１０：３０～　　・２部：１１：００～ 　　　　　　１１：００～１１：３０　　※祝日はお休みです。

　☆対象：０歳児 　☆対象：未就学児

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

　　あそびなど赤ちゃんのためのおはなし会です。 　　　　　手遊びなど、親子で楽しいひとときを！

☆日時：１２月２１日(水)　10：00～12：00　　（毎月第3水曜日)

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

　お子さんの声などが館内に響いても一般のみなさまにご理解頂けるよう図書館で設定する時間です。

　※保護者の方の代わりの抱っこは、まだ再開していません。

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

1/1 2 3 4 5 6 7

　　☆日時：１２月１日（木）　13：30～15：30 ＊開館時間　 ■…休館日です

　　☆内容：原文を読み、現代語訳とその時代の背景、 小幡記念図書館　…　９：００～１９：００

　　　　　　　 解説等の講義を受ける 分館（三光・本耶馬渓・耶馬溪・山国）

 　  　 …１０：００～１８：００

図書館上映会

--　3　--

　おはなし会　赤ちゃんおはなし会

あかちゃんタイム

【代表】小幡記念図書館

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

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



 

直木賞
芥川賞

『光のとこにいてね』
一穂 ミチ/著 文藝春秋

新年 あけまして

おめでとうございます

第168回 芥川賞・直木賞ノミネート作品決定！
受賞作品決定は令和5(2023)年1月19日(木)です。

今年も中津市立図書館をよろしくお願いいたします。

職員一同、みなさまのご利用をお待ちしております。

図書館には役立つ本が数多くあります。新しく何かをはじ
めようとしている方、資格や趣味の学習などを行う方、お
気軽に図書館を利用してみてください。

最新の情報は図書館のホームページをご覧ください。

『地図と拳』
小川 哲/著 集英社

『クロコダイル・
ティアーズ』

雫井 脩介/著 文藝春秋

『しろがねの葉』
千早 茜/著 新潮社

『汝、星のごとく』
凪良 ゆう/著 講談社

『ジャクソンひとり』
安堂 ホセ/著 河出書房新社

『この世の喜びよ』
井戸川 射子/著 講談社

『開墾地』
グレゴリー・ケズナジャット/著

『荒地の家族』
佐藤 厚志/著

『グレイスレス』
鈴木 涼美/著

未所蔵

群像

7月号

未所蔵

新潮

11月号

未所蔵

文學界

11月号

図書館ＨＰ

貸出中の場合はご予約を
おすすめしています。



順位 分類番号 予約数 冊数

1 夜に星を放つ 913.6 19 4

2 教誨　(きょうかい) 913.6 18 5

3 老害の人 913.6 17 7

4 栞と嘘の季節 913.6 16 3

5 無人島のふたり 915.6 16 2

6 老人ホテル 913.6 16 6

２位　　 ３位 ４位　　 ５位 ６位

　　　「護られなかった者たちへ」「とんび」

　　　「そして、バトンは渡された」

　　　「ミッキーマウス　①」

　　　「竜とそばかすの姫」

以上　5　点 ※1月下旬からの貸出予定となります。

パソコンで困ったときに開く本　2023 朝日新聞出版

76歳。今日も良日 中尾　ミエ

なるほど徳川家康 河合　敦

60歳からの年金の新常識 山内　真由美

医者に「運動しなさい」と言われたら。 オレンジページ

手取り10万円台でもお金がみるみる貯まる本　2022年版 晋遊舎

野菜を食べるならスープと汁ものにおまかせ！ 市瀬　悦子

部屋で楽しむテラリウム 佐々木　浩之

宮崎駿＆スタジオジブリ名曲70曲 ケイ・エム・ピー

自分の頭で考えよ 石原　慎太郎

見果てぬ王道 川越　宗一

嘘つきなふたり 武田　綾乃

すべてのことはメッセージ　小説ユーミン 山内　マリコ

最後のひと 松井　久子

東京あたふた族 益田　ミリ

～今年はなぞなぞに挑戦！～

先月の答え

・えにかいたもち(絵に描いた餅)

問２.大分県のある都市で名前だけは絶対に ・おもいたったがきちじつ(思い立ったが吉日)

負けない都市はどこ？ ※今月の答えは来月号に掲載します。

問１.いくらよんでも返事をしないものはなに？

内館　牧子

913.6

書名 著者名

（2022年12月15日現在）

書　　　　　　名 著　　者

米澤　穂信

窪　美澄

159.7

山本　文緒

分類番号

原田　ひ香

（2022年12月15日現在）

柚月　裕子

007.6

‐　1　‐

498.3

591

913.6

596.3

627.8

914.6

763.2

910.2

289.1

913.6

364.6

913.6

１位



◆今月のテーマ◆お仕事の絵本
今月は、たいへんだけどかっこいい！お仕事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―

じゅういさんにはどんなことが

ひつようかな？

こわがるどうぶつをじっとまっ

てあげること、いざというとき

にいつでもかけつけること…

ほかにもたくさんあるよ！

作者は本物の獣医さんです。

ある日いっぴきのでんでんむし

は、せなかの殻の中にたくさん

の悲しみがつまっていることに

気がつき…

悲しみを超え他者への思いやり

が生まれることを願う名作です。

◆コメント◆

新美南吉の有名な絵本ではありますが、戦争・コロナ等

悲しい困難な出来事が続く今、読むと改めて心に深くし

み入るものがあります。お子さんへ読み聞かせると共に、

自身の心の糧としていただけたらと思います。

『でんでんむしのかなしみ』
新美 南吉／文 新樹社

『カッパもやっぱりキュウリでしょ？』 講談社

✿シゲタ サヤカ さん

『まないたにりょうりをあげないこと』

『わりばしワーリーもういいよ』など

✿ザ・キャビンカンパニーさん

◆ 作品の一例◆

『ゆびさしちゃん』『しんごうきピコリ』など

『給食室のいちにち』
大塚 菜生／文 少年写真新聞社

『わたしはじゅういさん』
ドナータ・クアリオッティ／さく 潮出版社

キュウリの自動販売機でキュウリ

を買った帰り道、キュウリ大好き

なカッパが出会ったのはでっかい

キュウリ!?かぜっぴきのキュウリ

を看病し元気になってから食べよ

うと目論むカッパですが…？

抱腹絶倒の鉄板絵本です。

安全でおいしい給食はこうしてで

きている！

栄養士の山川さんと調理員さんた

ち８人は、協力して450人分の給

食を作っていきます。

学校の栄養士の仕事を優しいイラ

ストとくわしい説明で学ぶ絵本。



　　日時：１月７日、１４日、２１日、２８日(毎週土曜日）

　　　　　　１４：００～

　　場所：視聴覚室　　　　　　　　※１６名限定。先着順

　　(内容)

　　７日（児童）…「チップとデール　リスの山小屋合戦」

　１４日（一般）…「路　台湾エクスプレス　１」

　２１日（一般）…「路　台湾エクスプレス　２」

　２８日（児童）…「トムとジェリー　６」

　☆日時：１月１８日（水）（毎月第3水曜日） 　☆日時：１月１６日、２３日、３０日（毎週月曜日）

・１部：１０：３０～　　・２部：１１：００～ 　　　　　　１１：００～１１：３０　　※祝日はお休みです。

　☆対象：０歳児 　☆対象：未就学児

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

　　あそびなど赤ちゃんのためのおはなし会です。 　　　　　手遊びなど、親子で楽しいひとときを！

☆日時：１月１８日(水)　10：00～12：00　　（毎月第3水曜日)

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

　お子さんの声などが館内に響いても一般のみなさまにご理解頂けるよう図書館で設定する時間です。

　※保護者の方の代わりの抱っこは、まだ再開していません。

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 2/1 2 3 4

＊開館時間　 ■…休館日です

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

　赤ちゃんおはなし会

あかちゃんタイム

図書館上映会

--　3　--

　おはなし会

【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/



 

直木賞 芥川賞

ひとつの都市が現われ、そ
して消えた-。日露戦争前夜

から第2次大戦までの半世
紀、満洲の名もない都市で
知略と殺戮が繰り広げられ

…。日本SF界の新星が放つ
歴史×空想巨編。

『地図と拳』

小川 哲/著
集英社

不滅の福澤プロジェクト関連事業 図書館企画第五弾

幼い娘たちとよく一緒に
過ごしたショッピングセ

ンター。喪服売り場で働
く“あなた”は、フード
コートの常連の少女と知

り合い…。表題作など全
3編を収録した小説集。

『この世の
喜びよ』

井戸川 射子/著
講談社

不滅の福澤プロジェクトとは…中津市では、2024年の一万円札肖像交代を機に、「不滅

の福澤プロジェクト」として、“オールなかつ”で福澤先生の偉業を顕彰していきます。

諭吉問題集

第168回 芥川賞・直木賞受賞作品決定！ 受賞作品は利用が多くなりますので、
予約をお勧めします。

一万円札の肖像で有名な福澤諭吉先生。

どんな人物だったのか、詳しく知っていますか？

冊子の中の空欄に問題の答えを書き込んで、カウンターに

持ってきてね。すてきな景品をプレゼントします！

配布＆提出期限）
2023年2月2日(木)～2月27日(月)

全問正解しなくても大丈夫です。
大人向け、子ども向け問題集があります。
あなたのチャレンジを待っています！

諭
吉
問
題
集

小
幡
記
念
図
書
館
発
行

はじめに

ゆ
き
ち

も
ん
だ
い
し
ゅ
う

お
ば
た

き
ね
ん

と
し
ょ
か
ん

は
っ
こ
う

年の
肖像

交代
をき
っか
けに
「オ
ール
なか
つ」
で福
澤先

不滅の福澤プロジェクト関連事業 図書館企画第六弾

「不滅の福澤コーナー」本のＰＯＰ募集

〇〇〇〇〇〇
◇◇◇◇◇◇
●●●●●●●
●●●●●●●
●●●●●●●

戦国末期、採掘最盛期を迎
える石見銀山。天才山師・
喜兵衛に拾われた少女ウメ
は、銀山の知識と鉱脈のあ
りかを授けられ、女だてら
に坑道で働き…。渦巻く欲
望と死に抗って生きる女の
生涯を描く。

『しろがねの葉』

千早 茜/著
新潮社

人が住み、出ていく。生
まれ、死んでいく。あの

災厄から10年余り。生
活も仕事道具も攫われ、
妻を喪った男はその地を

彷徨い続けた。仙台在住
書店員作家が、止むこと
のない渇きと痛みを描く。

『荒地の家族』

佐藤 厚志/著
新潮社

募集期間）2023年１月１８日(水)～2月2０日(月)

応募対象の図書）不滅の福澤コーナーの本（それ以外は対象外です）

サイズ等）はがきサイズ(14.8㎝×10.0㎝)～A5サイズ(14.8㎝×21.0㎝)

応募方法）中津市立図書館カウンターに持ち込み、または、小幡記念図書館に郵送

対象）中津市立図書館の図書館カード所有者

応募者の中から抽選で５名様に１０００円分の図書カードを差し上げます！



順位 分類番号 予約数 冊数

1 教誨 913.6 20 5

2 無人島のふたり 913.6 19 3

3 夜に星を放つ 913.6 14 4

4 老人ホテル 913.6 13 4

秋麗　　東京湾臨海署安積班 913.6 12 6

老害の人 913.6 12 7

２位　　 ３位 ４位　　 ５位 ５位

　　　「路　台湾エクスプレス　①、②」

　　　「総理の夫」

　　　「チップとデール　リスの山小屋作戦」

　　　「トムとジェリー　６」

　　　「シャーロック・ホームズの大追跡」

以上　6　点 ※2月下旬からの貸出予定となります。

スマホまねるだけ講座 岡嶋　裕史

老害の壁 和田　秀樹

大分・別府　湯布院’24　まっぷるマガジン 昭文社

リーダーは話し方が９割 永松　茂久

脳がどんどん強くなる！すごい地球の歩き方 高島　明彦

ビギナーさんでも大丈夫！手作りの通園通学グッズ ブティック社

志麻さんのベストおかず　料理のきほん編 タサン志麻

らくらく安全運転BOOK スタジオタック

大長編ドラえもん　VOL.1～17 藤子・F・不二雄

にゃんこ四字熟語辞典　１、２ 西川　清史

どうする家康 吉沢　良太

祝祭のハングマン 中山　七里

ひとり旅日和　４　 秋川　滝美

ワンダーランド急行 荻原　浩

成熟スイッチ 林　真理子

～今年はなぞなぞに挑戦！～

問１.カバンの中にかくれている動物はなあに？ 先月の答え

・本(読んでも返事はない）

問２.お花屋さんのおすすめの花はなあに？ ・中津（名、勝つ）

※今月の答えは来月号に掲載します。

726.1

814.4

291.9

913.6

361.4

913.6

913.6

‐　1　‐

498.3

594

913.6

596

681.3

914.6

159.7

今野　敏

分類番号

内館　牧子

（2023年1月20日現在）

007.6

書名 著者名

5

（2023年1月20日現在）

書　　　　　　名 著　　者

原田　ひ香

柚月　裕子

山本　文緒

窪　美澄

１位



◆今月のテーマ◆   ハンデについて考える絵本

今月はハンディキャップについて理解を深める絵本を紹介します。

✣ 今月の『司書が選んだ一冊』✣ ✣ 今月の『絵本作家さん』✣

―2―

糖尿病、ぜんそく、車いす…。

困難をかかえる子どもたちがそ

れぞれのやりかたで庭づくりに

参加している様子を通して、誰

もがみんなちがいを認め、お互

いを知ろうとすることの大切さ

を伝えます。

一日のうち半日しか陽があたらな

い半日村。その貧しい村に陽をあ

てようとして、村のうしろにある

高い山をけずる少年の一平。毎日

休まず続ける一平に、村の子ども

たちだけでなく、大人たちも手伝

いはじめ…。

◆コメント◆

このお話を読むと、改めて子供の「力」の大きさを感じ

ます。滝平二郎さんの切り絵も、繊細できれいです。

『半日村』
斎藤 隆介／作 岩崎書店

『さつまいもおくさん』 小学館

✿ もとした いづみ さん

『セブンの行事えほん』シリーズなど

✿ 神沢 利子 さん

◆ 作品の一例◆

『くまの子ウーフ』シリーズ

『もしも…』『くろねこトミイ』など

『ぼくは川のように話す』
ジョーダン・スコット／文 偕成社

『ねえ、きいてみて！』
ソニア・ソトマイヨール／文 汐文社

さつまいもの畑から、勢いよく

引き抜かれ、そのまま空高く飛

ばされてしまった、さつまいも

おくさん。落ちたところは、美

しい砂浜。そこでつい眠ってし

まった、さつまいもおくさんの

運命は！？

ぼくには、うまく言えない音があ

る。学校でもうまく話せず落ち込

んでいる僕を、お父さんは川へ連

れて行ってくれて…。吃音のある

詩人を支えた少年の日のできごと

を、心情あふれる言葉とみずみず

しい絵で描いた胸にせまる絵本。



　　日時：２月４日、１１日、２５日(毎週土曜日）

　　　　　　１４：００～

　　場所：視聴覚室　　　　　　　　※１６名限定。先着順

　　(内容)

　　４日（児童）…「のりものまん」

　１１日（一般）…「ゴヤの名画と優しい泥棒」

　２５日（児童）…「神在月のこども」

※18日は美術鑑賞講座のため、上映会はお休みです。

　☆日時：２月１５日（水）（毎月第3水曜日） 　☆日時：２月６日、１３日、２０日、２７日（毎週月曜日）

・１部：１０：３０～　　・２部：１１：００～ 　　　　　　１１：００～１１：３０　　※祝日はお休みです。

　☆対象：０歳児 　☆対象：未就学児

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

　　あそびなど赤ちゃんのためのおはなし会です。 　　　　　手遊びなど、親子で楽しいひとときを！

☆日時：２月１５日(水)　10：00～12：00　　（毎月第3水曜日)

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

　お子さんの声などが館内に響いても一般のみなさまにご理解頂けるよう図書館で設定する時間です。

　※保護者の方の代わりの抱っこは、まだ再開していません。

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 3/1 2 3 4

　　☆日時：２月２日（木）　13：30～15：30 ＊開館時間　 ■…休館日です

　　☆内容：原文を読み、現代語訳とその時代の背景、 小幡記念図書館　…　９：００～１９：００

　　　　　　　 解説等の講義を受ける 分館（三光・本耶馬渓・耶馬溪・山国）

 　  　 …１０：００～１８：００

あかちゃんタイム

図書館上映会

--　3　--

　おはなし会　赤ちゃんおはなし会

【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/



 

本屋大賞 2023 ノミネート作品決定！
４月１２日に大賞発表予定です。
受賞作品は利用が多くなりますので、

お早めの予約をお勧めします。

2020年の夏。カフェの店
長を務める29歳の清瀬は、
恋人の松木とすれ違いが続
いていた。原因は彼の「隠
し事」のせいだ。そんなあ
る日、松木が怪我をして意
識を失い、病院に運ばれ…。

『川のほとり
に立つ者は』

寺地 はるな著
双葉社

クイズ番組の決勝に出場した
三島玲央は、対戦相手が問題

が読まれぬうちにボタンを押
し正解し、優勝を果たすとい
う不可解な事態を訝しむ。決

勝を1問ずつ振り返る三島は
やがて…。

『君のクイズ』

小川 哲/著
朝日新聞出版

令和4年11月、大分みらい信用金庫より創
立100周年記念事業として、児童図書購入
費の寄付をいただきました。

購入した図書は表紙にシールを貼り、新刊
コーナーの一角に「みらいしんきん寄贈
コーナー」として設置しています。

今後も順次購入いたしますので、ぜひご利
用ください。

育ての母と産みの母。
ふたりの母親に育て
られた宙は、産みの
母親と暮らすことに
なるが…。ごはんを
作って食べることを
通して成長していく
姿を描く。

『宙ごはん』

町田 そのこ/著
小学館

元看護師、芸人、二輪自
動車整備士、女子高生、

アクセサリー作家。つま
ずいてばかりの日常の中、
それぞれが耳にしたのは、

タケトリ・オキナという
男性のポッドキャスト
「ツキない話」で…。

『月の立つ林で』

青山 美智子/著
ポプラ社

瀬戸内の島に育った高校生
の暁海と、自由奔放な母の
恋愛に振り回され島に転校
してきた櫂。ともに心に孤
独と欠落を抱えた二人は、
惹かれ合い、すれ違い、そ
して成長していき…。

『汝、
星のごとく』

凪良 ゆう/著
講談社

地震によって山奥の地下建築
に閉じ込められた柊一たち。

水が流入しはじめ、地下建築
の水没までおよそ1週間。地
下建築から脱出するためには、

9人のうち誰か1人を犠牲に
しなければならない。そんな
なか、殺人事件が起こり…。

『方舟』

夕木 春央/著
講談社

家庭教師の仲介営業マンを
する大学生、マッチングア
プリに勤しむ中年男、精子
提供を始めた夫婦…。でも、
何かがおかしい。緻密で大
胆な構成と容赦ない「どん
でん返し」の新感覚ミステ
リ短篇集。

『♯真相を
お話しします』

結城 真一郎/著
新潮社

都民1400万人を人質にと
る無差別爆破テロ。爆弾の

在り処の手がかりは、容疑
者と思しき中年男が出す
“クイズ”のみ。狭小な取

調室の中で、正体不明の容
疑者と警察の戦いが始まる。

『爆弾』

呉 勝浩/著
講談社

古びた団地の片隅で出
会った結珠と果遠。ふた
りは何もかもが違った。
着るものも食べる物も住
む世界も-。ひとつの愛に
惑うふたりの四半世紀の
物語。

『光のとこに
いてね』

一穂 ミチ/著
文藝春秋

少年時代のある事件から心
を閉ざしてきた橘は、音楽

教室への潜入調査を命じら
れる。目的は著作権法の演
奏権を侵害している証拠を

摑むこと。美しき孤独なス
パイが最後に手にするのは
…。

『ラブカは静か
に弓を持つ』

安壇 美緒/著
集英社



順位 分類番号 予約数 冊数

1 しろがねの葉 913.6 26 3

2 無人島のふたり 915.6 17 3

教誨 913.6 16 5

この世の喜びよ 913.6 16 3

5 成熟スイッチ 914.6 15 2

6 祝祭のハングマン 913.6 12 5

２位　　 ３位 ４位　　 ５位 ５位

　　　「ゴヤの名画と優しい泥棒」

　　　「キネマの神様」

　　　「のりものまん　モービルランドのカークン」

　　　「神在月のこども」

　　　「さよなら、ティラノ」

以上　6　点 ※3月下旬からの貸出予定となります。

図書館にまいこんだこどもの大質問 こどもの大質問編集部

思い込みにとらわれない生き方 坂東　眞理子

徳川家康と最強の家臣団 三猿舎

家族でそなえる防災・災害ハンドブック 天野　勢津子

100歳足腰のつくり方 笹原　健太郎

体が整うとっておきのしょうがレシピ 森島　土紀子

0.1.2歳児育児の気がかり相談室 中田　馨

電子レンジで簡単！犬の健康ごはん 須崎　恭彦

よむうつわ　上・下 ロバート・キャンベル

すぐに引ける手話ハンドブック モンキー高野

奸計の遁走曲 日本推理作家協会

真珠とダイヤモンド　上・下 桐野　夏生

木挽町のあだ討ち 永井　紗耶子

固結び　　損料屋喜八郎始末控え(5) 山本　一力

ショージ君、85歳。老いてなお、ケシカランことばかり 東海林　さだお

～今年はなぞなぞに挑戦！～

問１.トラを売っている男性の名前は？ 先月の答え

・カバ(“カバ”ンの中）

問２.通るとき閉めて、通らないとき開けるものは？ ・スイセン（おすすめ＝推薦）

※今月の答えは来月号に掲載します。

著者名

（2023年2月17日現在）

書　　　　　　名 著　　者

井戸川　射子

千早　茜

山本　文緒

柚月　裕子

914.6

159.6

林　真理子

分類番号

中山　七里

（2023年2月17日現在）

015.9

書名

913.6

913.6

‐　1　‐

498.3

596

913.6

599

645.6

3

791.5

801.9

289.1

913.6

369.3

１位



　　　　　　　　　　　　 ◆今月のテーマ◆ ベストセラーの絵本

今月は一時期話題になりました！人気の高いベストセラーの絵本を紹介します！

✣ 今月の『司書が選んだ一冊』✣ ✣ 今月の『絵本作家さん』✣

―2―

さがりめは「ネコダまち」にすむ

野良猫。下がり目を笑われるけど

おかげでケンカにならないから、

まぁいいか…。ところがある日

「トナリまち」との縄張り争いに

巻き込まれて…どうなるさがりめ

⁈

◆コメント◆

さがりめの顔を見るとみんなが笑顔になります。そして

この顔が物語のカギとなるのです。登場人物の一人であ

るサスライの最後の台詞は心に響きます。絵が面白く可

愛くとても読みやすいので、ぜひ読んでみてください。

『さがりめのニャン！』
うえの よし／文 絵本塾出版

『ピンクのぞうをしらないか』 絵本館

✿ 佐々木 マキさん

『ぶたのたね』シリーズ

『ねむいねむいねずみ』シリーズなど

✿ 田島 征三さん

◆ 作品の一例◆

『とべバッタ』『つかまえた』 など

『１００かいだてのいえ』
いわい としお／作 偕成社

『パンどろぼう』
柴田 ケイコ／作 角川書店

団員も動物もやめてしまった退屈

なサーカス。残ったのは団長、年

寄りの道化師、怪力男、猛獣使い。

復活をかけ、アフリカに降り立っ

た4人が探すのは…ピンクのぞう。

大変な旅の果て、ついに4人は…！

驚きのラストです。

「ぼくは100かいだてのいえの

てっぺんにすんでいます。あそび

にきてください。」手紙をもらっ

たトチくんが歩いていくと高ーい

塔みたいな家が。そこには様々な

生き物が住んでいて…

挿絵を眺めるのも楽しい絵本です。

パンどろぼうはおいしいパンを探

し求めるパンそっくり？なおおど

ろぼう。ある日「せかいいちおい

しいもりのパンや」を発見し…

パンどろぼうのシュールな盗みの

技、まさかの正体にハマってしま

うこと間違いなし！



　　日時：３月４日、１１日、１８日、２５日(毎週土曜日）

　　　　　　１４：００～

　　場所：視聴覚室　　　　　　　　※１６名限定。先着順

　　(内容)

　　４日（一般）…「倫敦ノ山本五十六」

　１１日（児童）…「おしりたんてい　１９」

　１８日（一般）…「老後の資金がありません！」

　２５日（児童）…「映画すみっコぐらし

青い月夜のまほうのコ」

　☆日時：３月１５日（水）（毎月第3水曜日） 　☆日時：３月６日、１３日、２０日、２７日

・１部：１０：３０～　　・２部：１１：００～ 　　　　　　１１：００～１１：３０　

　☆対象：０歳児 　☆対象：未就学児

　☆内容：赤ちゃん向け絵本の読み聞かせや、わらべ歌 　☆内容：就学前のこどもに、絵本の読み聞かせや

　　あそびなど赤ちゃんのためのおはなし会です。 　　　　　手遊びなど、親子で楽しいひとときを！

☆日時：３月１５日(水)　10：00～12：00　　（毎月第3水曜日)

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

　お子さんの声などが館内に響いても一般のみなさまにご理解頂けるよう図書館で設定する時間です。

　※保護者の方の代わりの抱っこは、まだ再開していません。

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 4/1

　　☆日時：３月２日（木）　13：30～15：30 ＊開館時間　 ■…休館日です

　　☆内容：原文を読み、現代語訳とその時代の背景、 小幡記念図書館　…　９：００～１９：００

　　　　　　　 解説等の講義を受ける 分館（三光・本耶馬渓・耶馬溪・山国）

 　  　 …１０：００～１８：００

予約制6組限定

図書館上映会

--　3　--

　おはなし会(毎週月曜日)

※祝日はお休みです

赤ちゃんおはなし会 予約制6組限定

あかちゃんタイム

【代表】小幡記念図書館

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

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


