本耶馬渓図書館だより

Ｎｏ．５（２０１６.４）

4月になって、ぽかぽかあたたかい毎日がやってきました。
外でげんきにあそんだあとは、おうちで本を読むのも楽しいですね。
春にかんする本も、いろいろご用意しています。
ぜひ、色々な本を借りてくださいね！！

４月のこよみ

カウンター横に展示しています。

★１９８６年４月２６日
チェルノブイリで爆発事故
1９８６年のこの日、ウクライナ共和国のチェルノブイリ原子力発電所
で爆発事故が発生しました。核燃料が空中に飛び散り、広範囲にわたり放射能
による汚染が確認されました。小児甲状腺がんの発症など、影響が続いていま
す。

★１９５０年４月３０日

図書館記念日

★１９６８年４月４日

キング牧師暗殺される

関連する本を一緒に展示しています。良かったら借りてみてくださいね！

♪４月のカレンダー♪
日 月 火 水 木 金
1
3
4
5
6
7
8
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29
5/1 2
3
4
5
6

お
土
2
9
16
23
30
7

★開館時間
…１０：００～１８：００
＊日・祝も18：00まで開館しています！
★カレンダーの黒い日は休館日です。

あたらしい本

毎週木曜日に新刊が入ります。いくつかご紹介します！

♪おとなの本♪（数字は背ラベルの番号です）

♪こどもの本♪（数字は背ラベルの番号です）

『誰とも争わない生き方』/147
『週末移住からはじめよう』/365.3
『暮らしのおへそ Vol.21』/590

『サムライ最強図鑑』/Ｋ289
『あそべる！たのしい！あやとり』
/Ｋ798
『なぞときおばけの話』/Ｋ913
『たまおくんはたまごにいちゃん』
/KE
『くろくまくんのスカーフ』/ＫＥ
『ダンゴムシのコロリンコくん』/ＫＥ
『たこやきのたこさぶろう』/ＫＥ

『無印良品とはじめるミニマリスト生活』
/590
『知識ゼロからの老後のお金入門』/591
『食べてやせる！作りおきおかず』/596

『居酒屋ぼったくり 5』/913.6
『カナリア恋唄』/913.6

４月のおすすめえほん

「いちねんせい」の絵本をご紹介します！

『いちねんせいになったから』
くすのきしげのり

『ランドセルがやってきた』
中川ひろたか

きょうは、しょうがっこうのにゅう
がくしきです。「どうしたらともだち
ひゃくにんできるかな？」と、かんが
えたりゅうたろう。じこしょうかいを
したり、カードをくばったり、いろん
なアイディアをおもいつくのですが。
ともだちひゃくにんできるかな？

うみひこがようちえんからかえって
くると、おおきなはこがありました。
それは、おじいちゃんからのプレゼン
トです。ふたをあけると、かっこいい
あるものがはいっていました。いった
い、はこのなかにはなにがはいってい
るのでしょうか？

移動図書館運行表：月・水に本耶馬渓地区をまわります。★は新設箇所です！！
曜日
第１月曜
第３月曜
第２月曜
第４月曜

地区
樋田

樋田

駐車地
上浜田住宅
★麻野屋商店前（新設）
屋形郵便局前
冠石野お堂の前
多志田ゲートボール場前
中島バス停前
クワバラ理容店付近
八千代保育園
兎洞電気
下曽木市営住宅
洞門の郷

予定時間
１０：３０～１０：４５
１０：５０～１１：０５
１１：１０～１１：２５
１０：３０～１０：４０
１０：４５～１０：５５
１１：００～１１：１０
１１：１５～１１：３０
１３：３０～１３：４５
１３：５０～１４：００
１４：０５～１４：１５
１４：２０～１４：３５

曜日
第１水曜

地区
上津

駐車地
松仁商会
万千百園
上津小学校
高齢者福祉センター
★御祖神社前（新設）
折元神社
大田商店前
東谷地区老人憩いの家
小野商店前
樋田小学校
西谷温泉下

予定時間
１０：３０～１０：４０
１０：４５～１０：５５
１１：００～１１：１５
１３：００～１３：４０
１３：４５～１４：００
１４：０５～１４：２０
１４：３０～１４：４０
１１：００～１１：１０
１１：１５～１１：２５
１１：３０～１１：４０
１３：００～１３：４０
１４：００～１４：１５

西谷郵便局前

１４：２０～１４：３０

桧木地区
★下筈林道入口（新設）

１４：３５～１４：４５
１４：５０～１５：０５

JA中津下毛農協裏（倉庫前）

第３水曜

第２水曜

東谷

第４水曜
西谷

発行：本耶馬渓図書館（52-3033 本耶馬渓公民館１階）

本耶馬渓図書館だより

Ｎｏ．６（２０１６.５）

ゴールデンウイークは、みなさんどこへおでかけしますか？
おでかけしたあとは、おうちでゆっくり本を読むのもいいですね。
おでかけや、春にかんする本も、いろいろご用意しています。
ぜひ、たくさん本を借りてくださいね！！

５月のこよみ

カウンター横に展示しています。

★1972年5月15日
沖縄本土復帰記念日
1972年、沖縄の本土復帰がようやく実現した日です。第二次世
界大戦では、唯一の地上戦に巻き込まれ、多くの犠牲者を出しました。
以来27年間アメリカの統治下にありましたが、この日、日本に返還
されました。

★1804年5月17日

間宮林蔵が宗谷海峡を探検

★1543年5月23日

コペルニクス地動説を発表

関連する本を一緒に展示しています。良かったら借りてみてくださいね！

日
1
8
15
22
29
5

♪５月のカレンダー♪
月 火 水 木 金
2
3
4
5
6
9 10 11 12 13
16 17 18 19 20
23 24 25 26 27
30 31 6/1 2
3
6
7
8
9 10

お
土
7
14
21
28
4
11

★開館時間
…１０：００～１８：００
＊日・祝も18：00まで開館しています！
★カレンダーの黒い日は休館日です。

あたらしい本

毎週木曜日に新刊が入ります。いくつかご紹介します！

♪おとなの本♪（数字は背ラベルの番号です）

♪こどもの本♪（数字は背ラベルの番号です）

『どならない子育て練習帳』/379.9
『毎日続くお母さん仕事』/590
『私の保存食手帖』/596

『戦国武将キャラ図鑑』/Ｋ281
『守ろう・育てよう日本の水産業』
/Ｋ662

『自給自足の自然菜園12ケ月』/626.9

『ようこそなぞなぞしょうがっこう』/Ｋ913
『ポッキーのびっくりピクニック』 /KE

『ふーちゃん！』/645.6
『すし そば てんぷら』/913.6
『鼠、地獄を巡る』/913.6
『かんかん橋の向こう側』/913.6

5月のおすすめえほん

『ねこのにゃーた』/ＫＥ
『ここはどうぶつセンターえき』/ＫＥ
『アーロと少年』/ＫＥ

「こいのぼり」の絵本をご紹介します！

『かっぱのこいのぼり』
内田 麟太郎

『みどりのこいのぼり』
山本 省三

ここはいよのくに、まつやまにある
「かっぱまち」です。あしたはこども
のひ！かっぱのみんなはうきうきして
います。さんしょううおも、なまずも、
えびも、みんなうきうきしています。
さて、こどものひにみんながたのしみ
にしているものはなんでしょうか？

こぐまのクークはなかまたちといっ
しょにはっぱをあつめてこいのぼりを
つくりました。こいのぼりのなかを、
かぜがかけぬけると、こいのぼりはふ
わっと、クークたちをのせたままうか
びあがりました！いったい、クークた
ちはどうなってしまうのでしょうか？

移動図書館運行表：月・水に本耶馬渓地区をまわります。★は新設箇所です！！
曜日
第１月曜
第３月曜
第２月曜
第４月曜

地区
樋田

樋田

駐車地
上浜田住宅
★麻野屋商店前（新設）
屋形郵便局前
冠石野お堂の前
多志田ゲートボール場前
中島バス停前
クワバラ理容店付近
八千代保育園
兎洞電気
下曽木市営住宅
洞門の郷

予定時間
１０：３０～１０：４５
１０：５０～１１：０５
１１：１０～１１：２５
１０：３０～１０：４０
１０：４５～１０：５５
１１：００～１１：１０
１１：１５～１１：３０
１３：３０～１３：４５
１３：５０～１４：００
１４：０５～１４：１５
１４：２０～１４：３５

曜日
第１水曜

地区
上津

駐車地
松仁商会
万千百園
上津小学校
高齢者福祉センター
★御祖神社前（新設）
折元神社
大田商店前
東谷地区老人憩いの家
小野商店前
樋田小学校
西谷温泉下

予定時間
１０：３０～１０：４０
１０：４５～１０：５５
１１：００～１１：１５
１３：００～１３：４０
１３：４５～１４：００
１４：０５～１４：２０
１４：３０～１４：４０
１１：００～１１：１０
１１：１５～１１：２５
１１：３０～１１：４０
１３：００～１３：４０
１４：００～１４：１５

西谷郵便局前

１４：２０～１４：３０

桧木地区
★下筈林道入口（新設）

１４：３５～１４：４５
１４：５０～１５：０５

JA中津下毛農協裏（倉庫前）

第３水曜

第２水曜

東谷

第４水曜
西谷

発行：本耶馬渓図書館（52-3033 本耶馬渓公民館１階）

本耶馬渓図書館だより

Ｎｏ．７（２０１６.６）

6月になりました。もうすぐ梅雨がやってきますね。
こんな時期は、おうちでゆっくり本を読むのもいいですね。
雨や、梅雨に関する本も、いろいろご用意しています。
ぜひ、たくさん本を借りてくださいね！！

６月のこよみ

カウンター横に展示しています。

★１９４８年６月１９日
太宰治生まれる〈桜桃忌〉
1948年6月13日に入水自殺した太宰治の、遺体が発見された日
です。
この日は、太宰の誕生日でもありました。『走れメロス』など多くの
作品を残した太宰をしのび、毎年供養が行われ、「桜桃忌」と呼ばれ
るようになりました。

★１４０８年６月１９日

日本に初めてゾウが来る

★１９１４年６月１４日 オリンピック五輪旗制定

日
5
12
19
26
3

♪６月のカレンダー♪
月 火 水 木 金
6/1 2
3
6
7
8
9 10
13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28 29 30 7/1
4
5
6
7
8

お
土
4
11
18
25
2
9

★開館時間
…１０：００～１８：００
＊日・祝も18：00まで開館しています！
★カレンダーの黒い日は休館日です。

あたらしい本

毎週木曜日に新刊が入ります。いくつかご紹介します！

♪おとなの本♪（数字は背ラベルの番号です）

♪こどもの本♪（数字は背ラベルの番号です）

『ボケない暮らし30カ条』/493.7
『エコな生活』/590

『戦国時代のサバイバル』/Ｋ210

『手軽にできるていねいな食生活』/596

『ツバメ観察記』/K488
『がっこうのおばけ』/K913
『どうぶつれっしゃ』/ＫＥ

『やってみよう！むかしのあそび』/Ｋ384

『若冲への招待』/721.4
『昆虫の模様切り紙』/754.9
『イナカ川柳』/911.4
『本懐に候』/913.6
『飛鳥Ⅱの身代金』/913.6

６月のおすすめえほん

『わんぱくだんのてるてるぼうず』/ＫＥ

『仮面ライダーはどこだ！？』/ＫＥ
『ピヨピヨおばあちゃんのうち』/KE

「あめ」と「かえる」の絵本をご紹介します！

『おじさんのかさ』
佐野 洋子
おじさんはとってもりっぱなかさを
もっていました。しかし、かさがぬれ
るのがいやなので、あめがふってもか
さをさそうとしません。あるあめのひ、
こどもたちのうたをきいたおじさんは、
かさをさしてみようかな、とおもった
のですが・・・。

『がんばれけろファミリー』
井上 よう子
こどもたちのために、すもうたいか
いにでることにした、かえるのとう
ちゃん。けろファミリーみんなのおう
えんのもと、ごうかなしょうひんをめ
ざしてがんばります。からだをしっか
りきたえてさてほんばん！とうちゃん
はしょうひんをもらえるのかな？

移動図書館運行表：月・水に本耶馬渓地区をまわります。
曜日
第１月曜
第３月曜
第２月曜
第４月曜

地区
樋田

樋田

駐車地
上浜田住宅
麻野屋商店前（新設）
屋形郵便局前
冠石野お堂の前
多志田ゲートボール場前
中島バス停前
クワバラ理容店付近
八千代保育園
兎洞電気
下曽木市営住宅
洞門の郷

予定時間
１０：３０～１０：４５
１０：５０～１１：０５
１１：１０～１１：２５
１０：３０～１０：４０
１０：４５～１０：５５
１１：００～１１：１０
１１：１５～１１：３０
１３：３０～１３：４５
１３：５０～１４：００
１４：０５～１４：１５
１４：２０～１４：３５

曜日
第１水曜

地区
上津

駐車地
松仁商会
万千百園
上津小学校
高齢者福祉センター
御祖神社前（新設）
折元神社
大田商店前
東谷地区老人憩いの家
小野商店前
樋田小学校
西谷温泉下

予定時間
１０：３０～１０：４０
１０：４５～１０：５５
１１：００～１１：１５
１３：００～１３：４０
１３：４５～１４：００
１４：０５～１４：２０
１４：３０～１４：４０
１１：００～１１：１０
１１：１５～１１：２５
１１：３０～１１：４０
１３：００～１３：４０
１４：００～１４：１５

西谷郵便局前

１４：２０～１４：３０

桧木地区
下筈林道入口（新設）

１４：３５～１４：４５
１４：５０～１５：０５

JA中津下毛農協裏（倉庫前）

第３水曜

第２水曜

東谷

第４水曜
樋田
西谷

発行：本耶馬渓図書館（52-3033 本耶馬渓公民館１階）

本耶馬渓図書館だより

Ｎｏ．８（２０１６.７）

もうすぐ夏休みです！
みなさんは、夏休みの予定は決まってますか？
外でいっぱい遊んだり、お出かけしたあとは、おうちで本を
読むのも良いですね。たくさん本を借りてくださいね！

７月のこよみ
★７月２４日

カウンター横に展示しています。

芥川龍之介没<河童忌>

19２７年のこの日、芥川龍之介が多量の睡眠薬を
飲んで自殺しました。
前日は不快指数89で、気温が35.6度ありました。「羅生門」「鼻」
「蜘蛛の糸」など、大正文学の鬼才でした。「河童忌」の由来も作品
にちなんでいます。享年36。

★１９１２年７月６日

日本、オリンピック初参加

★１８６８年７月１７日 江戸を東京と改称

日
3
10
17
24
31

♪７月のカレンダー♪
月 火 水 木 金
1
4
5
6
7
8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29
8/1 2
3
4
5

お
土
2
9
16
23
30
6

★開館時間
…１０：００～１８：００
＊日・祝も18：00まで開館しています！
★カレンダーの黒い日は休館日です。

あたらしい本

毎週木曜日に新刊が入ります。いくつかご紹介します！

♪おとなの本♪（数字は背ラベルの番号です）

♪こどもの本♪（数字は背ラベルの番号です）

『チュニック&ワンピース』/593.3
『大人のゆかたスタイルブック』/593.8

『うわさの怪談X』/Ｋ147
『やさいの花』/Ｋ626
『びょういんのおばけずかん』/K913
『ツトムとでんしゃのカミサマ』/K913
『おならしりとり』/ＫＥ
『ジュウオウジャーかぞく』/ＫＥ
『うみのそこのたんけん』/ＫＥ
『かみをきってよ』/KE

『きちんと、おいしい昔ながらの料理』/596

『おしゃれさんのベランダごはん』/596.4

『キッチン&ベランダ菜園』/626.9
『牛姫の嫁入り』/913.6
『主夫のトモロー』/913.6
『わたしの容れもの』/914.6

7月のおすすめえほん

「なつ」にまつわるおはなしをご紹介します！

『モリくんのすいかカー』
かんべ あやこ

『おいでよ！むしのもり』
タダ サトシ

こうもりのモリくんたちは、みんな
でかいすいよくにきています。すいか
わりをして、おいしくたべたあとは、
「すいかカー」をつくります！みんな
ですいかカーにのってうみをぷかぷか
はしっていると、おばけダコがあらわ
れて・・・。

あついなつのあさ、さっちんは、
オニヤンマさんから「すいえいたいか
い」のしょうたいじょうをもらいまし
た。そこで、オオクワくんとかわでお
よぎのれんしゅうをすることにしたの
ですが・・・。

移動図書館運行表：月・水に本耶馬渓地区をまわります。
曜日
第１月曜
第３月曜
第２月曜
第４月曜

地区
樋田

樋田

駐車地
上浜田住宅
麻野屋商店前（新設）
屋形郵便局前
冠石野お堂の前
多志田ゲートボール場前
中島バス停前
クワバラ理容店付近
八千代保育園
兎洞電気
下曽木市営住宅
洞門の郷

予定時間
１０：３０～１０：４５
１０：５０～１１：０５
１１：１０～１１：２５
１０：３０～１０：４０
１０：４５～１０：５５
１１：００～１１：１０
１１：１５～１１：３０
１３：３０～１３：４５
１３：５０～１４：００
１４：０５～１４：１５
１４：２０～１４：３５

曜日
第１水曜

地区
上津

駐車地
松仁商会
万千百園
上津小学校
高齢者福祉センター
御祖神社前（新設）
折元神社
大田商店前
東谷地区老人憩いの家
小野商店前
樋田小学校
西谷温泉下

予定時間
１０：３０～１０：４０
１０：４５～１０：５５
１１：００～１１：１５
１３：００～１３：４０
１３：４５～１４：００
１４：０５～１４：２０
１４：３０～１４：４０
１１：００～１１：１０
１１：１５～１１：２５
１１：３０～１１：４０
１３：００～１３：４０
１４：００～１４：１５

西谷郵便局前

１４：２０～１４：３０

桧木地区
下筈林道入口（新設）

１４：３５～１４：４５
１４：５０～１５：０５

JA中津下毛農協裏（倉庫前）

第３水曜

第２水曜

東谷

第４水曜
樋田
西谷

発行：本耶馬渓図書館（52-3033 本耶馬渓公民館１階）

本耶馬渓図書館だより

Ｎｏ．９（２０１６.８）

夏休み真っただ中！
みなさん、夏休みはどんなふうに過ごしていますか？
外でいっぱい遊んだり、お出かけしたあとは、おうちで本を
読むのも良いですね。ぜひ、たくさん本を借りてくださいね！

８月のこよみ

カウンター横に展示しています。

★１９４５年８月６日

広島原爆記念日

１９４５年（昭和20年）のこの日午前8時１５分、広島の上空
で投下された1発の原子爆弾「リトルボーイ」によって、広島市は一
瞬にして壊滅しました。投下から5年以内の死者は、約２０万人と推
定されています。

★１９４５年８月９日

長崎原爆記念日

★１９４５年８月１５日

日
7
14
21
28
4

♪８月のカレンダー♪
月 火 水 木 金
1
2
3
4
5
8
5 10 11 12
15 12 17 18 19
22 19 24 25 26
29 26 31 9/1 2
5
6
7
8
9

終戦記念日

お
土
6
13
20
27
3
10

★開館時間
…１０：００～１８：００
＊日・祝も18：00まで開館しています！
★カレンダーの黒い日は休館日です。

t

あたらしい本

毎週木曜日に新刊が入ります。いくつかご紹介します！

♪おとなの本♪（数字は背ラベルの番号です）

♪こどもの本♪（数字は背ラベルの番号です）

『時間がないを捨てなさい』/159
『新しい移住のカタチ』/365
『30代の初老ライフ』/590.4
『老後貧乏はイヤ！』/591

『カブトムシ・クワガタムシ』/Ｋ486
『小学生のアイデア工作』/Ｋ750
『和太鼓のひみつ』/K768

『おうちで食べたい給食ごはん』/596

『いちにちこんちゅう』/ＫＥ
『ねこざかなのたんじょうび』/ＫＥ
『ようかいえんのかいすいよく』/ＫＥ
『くだものおばけやしき』/KE

『かいけつゾロリのおいしい金メダル』/K913

『花からわかる野菜の図鑑』/626
『飛鳥ⅡSOS』（西村京太郎）/913.6
『生還せよ』（福田和代）/913.6

８月のおすすめえほん

「はなび」のおはなしをご紹介します！

『みんなのはなび』
おくはら ゆめ
たぬきのボーちゃんたちがよぞらを
みていると、ドーンドーンとおとがし
て、そらがきらきらひかりました。は
じめて「はなび」をみたボーちゃんは、
おしっこをもらすほどびっくり！すっ
とはなびをみていると、ボーちゃんの
からだがだんだんひかってきて・・・。

『ねこざかなのはなび』
わたなべ ゆういち
ねことさかなの「ねこざかな」がタ
コのこどもたちとあそんでいると、タ
コのおかあさんが「こんや、さざえじ
まで、はなびたいかいがあるよ」とお
しえてくれました。ねこざかなはわく
わくしてはなびをまっていましたが、
ふとあたりをみまわすと・・・ 。

移動図書館運行表：月・水に本耶馬渓地区をまわります。
曜日
第１月曜
第３月曜
8/15
第２月曜
第４月曜
8/8
8/22

地区
樋田

樋田

駐車地
上浜田住宅
麻野屋商店前（新設）
屋形郵便局前
冠石野お堂の前
多志田ゲートボール場前
中島バス停前
クワバラ理容店付近
八千代保育園
兎洞電気
下曽木市営住宅
洞門の郷

予定時間
１０：３０～１０：４５
１０：５０～１１：０５
１１：１０～１１：２５
１０：３０～１０：４０
１０：４５～１０：５５
１１：００～１１：１０
１１：１５～１１：３０
１３：３０～１３：４５
１３：５０～１４：００
１４：０５～１４：１５
１４：２０～１４：３５

曜日
第１水曜
第３水曜
8/3
8/17

地区
上津

第２水曜
第４水曜
8/10
8/24

東谷

駐車地
松仁商会
万千百園
上津小学校
高齢者福祉センター
御祖神社前（新設）
折元神社
大田商店前
東谷地区老人憩いの家
小野商店前
樋田小学校
西谷温泉下

予定時間
１０：３０～１０：４０
１０：４５～１０：５５
１１：００～１１：１５
１３：００～１３：４０
１３：４５～１４：００
１４：０５～１４：２０
１４：３０～１４：４０
１１：００～１１：１０
１１：１５～１１：２５
１１：３０～１１：４０
１３：００～１３：４０
１４：００～１４：１５

西谷郵便局前

１４：２０～１４：３０

桧木地区
下筈林道入口（新設）

１４：３５～１４：４５
１４：５０～１５：０５

JA中津下毛農協裏（倉庫前）

樋田
西谷

発行：本耶馬渓図書館（52-3033 本耶馬渓公民館１階）

本耶馬渓図書館だより

Ｎｏ．１０（２０１６.９）

9月になりました。「食欲の秋」や「芸術の秋」など、
いろんな「秋」がありますが、みなさんはどんな「秋」ですか？
図書館はやっぱり「読書の秋」です！！
ぜひ、図書館でたくさん本を借りてくださいね！

９月の花言葉

カウンター横に展示しています。

★コスモス
乙女のまごころ・調和
★キキョウ
変わらぬ愛・従順
★ヒガンバナ
情熱・悲しい思い出
今月は、「花言葉」「コスモス」「キキョウ」「ヒガンバナ」に
まつわる本を展示しています。

日
4
11
18
25
2

♪９月のカレンダー♪
月 火 水 木 金 土
1
2
3
5
6
7
8
9 10
12 13 14 15 16 17
19 20 21 22 23 24
26 27 28 29 30 10/1
3
4
5
6
7
8

★開館時間
…１０：００～１８：００
＊日・祝も18：00まで開館しています！
★カレンダーの黒い日は休館日です。

お

t

あたらしい本

毎週木曜日に新刊が入ります。いくつかご紹介します！

♪おとなの本♪（数字は背ラベルの番号です）

♪こどもの本♪（数字は背ラベルの番号です）

『わくわく台北さんぽ』/292.2
『爆笑！クールジャパン』/302.1
『闘う！母ごはん』/596

『お化けの迷路』/Ｋ388
『超絶！ムシムシバトル図鑑』/Ｋ486
『トーマスの秘密100』/K726
『小学生のまんが類語辞典』/K814
『うさんごろとおばけ』/Ｋ913

『糖質ほぼ０スイーツ&スナック』/596.6

『ねないこはわたし』/726.6
『安芸広島水の都の殺人』/913.6
『津軽双花』/913.6

『さがして！みつけて！ズートピア』/ＫＥ

『中島ハルコはまだ懲りてない！』/913.6

『おまつりおばけ』/ＫＥ
『キョウリュウがほしい』/KE

９月のおすすめえほん

「おつきみ」「けいろうのひ」にちなんだおはなしです！

『10ぴきのかえるのおつきみ』
間所 ひさこ

『おじいさんのしごと』
山西 ゲンイチ

まちにまったおつきみのひ。ひょうた
んぬまの10ぴきのかえるたちは、おつき
みにかざるすすきを、のはらにとりにい
きました。ところが、みんなですすきを
とってかえるとちゅう、
おひるねをしていたへび
をふんづけてしまい・・・。

ケンタくんのおじいさんは、しんでしま
いました。ケンタくんはたくさんなきまし
たが、すこしずつげんきになりました。
いっぽうそのころ、おじいさんは、かいだ
んをのぼっていました。
なぜか、たどりついたところは、
「ねこのてんごく」だったの
です！

移動図書館運行表：月・水に本耶馬渓地区をまわります。
曜日
第１月曜
第３月曜
第２月曜
第４月曜

地区
樋田

樋田

駐車地
上浜田住宅
麻野屋商店前（新設）
屋形郵便局前
冠石野お堂の前
多志田ゲートボール場前
中島バス停前
クワバラ理容店付近
八千代保育園
兎洞電気
下曽木市営住宅
洞門の郷

予定時間
１０：３０～１０：４５
１０：５０～１１：０５
１１：１０～１１：２５
１０：３０～１０：４０
１０：４５～１０：５５
１１：００～１１：１０
１１：１５～１１：３０
１３：３０～１３：４５
１３：５０～１４：００
１４：０５～１４：１５
１４：２０～１４：３５

曜日
第１水曜
第３水曜

第２水曜
第４水曜

地区
上津

駐車地
松仁商会
万千百園
上津小学校
高齢者福祉センター
御祖神社前（新設）
折元神社
大田商店前
東谷地区老人憩いの家
小野商店前
樋田小学校
西谷温泉下

予定時間
１０：３０～１０：４０
１０：４５～１０：５５
１１：００～１１：１５
１３：００～１３：４０
１３：４５～１４：００
１４：０５～１４：２０
１４：３０～１４：４０
１１：００～１１：１０
１１：１５～１１：２５
１１：３０～１１：４０
１３：００～１３：４０
１４：００～１４：１５

西谷郵便局前

１４：２０～１４：３０

桧木地区
下筈林道入口（新設）

１４：３５～１４：４５
１４：５０～１５：０５

JA中津下毛農協裏（倉庫前）

東谷

樋田
西谷

発行：本耶馬渓図書館（52-3033 本耶馬渓公民館１階）

本耶馬渓図書館だより

Ｎｏ．１１（２０１６.１０）

10月といえば「読書の秋」ですね！
本を読むのにぴったりなこの季節、図書館ではいろんな本を
用意してみなさまのご来館をお待ちしています。
ぜひ、お気に入りの本を見つけてくださいね。

１０月の花言葉

カウンター横に展示しています。

★キンモクセイ
謙遜・真実
★ノハラアザミ
心の成長
★マツムシソウ
恵まれぬ愛・建気
今月は、「キンモクセイ」「ノハラアザミ」「マツムシソウ」に
まつわる本を展示しています。

日
2
9
16
23
30

♪１０月のカレンダー♪
月 火 水 木 金 土
1
3
4
5
6
7
8
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29
31 11/1 2
3
4
5

★開館時間
…１０：００～１８：００
＊日・祝も18：00まで開館しています！
★カレンダーの黒い日は休館日です。

お

t

あたらしい本

毎週木曜日に新刊が入ります。いくつかご紹介します！

♪おとなの本♪（数字は背ラベルの番号です）

♪こどもの本♪（数字は背ラベルの番号です）

『地震イツモマニュアル』/369.3
『歯はみがいてはいけない』/497.9
『暮らしのおへそ 22』/590

『江戸時代のサバイバル』/Ｋ210
『織田信長』/Ｋ289
『マイヤ・プリセツカヤ』/K769

『手作りを楽しむイキイキかんたん手芸』/594

『おしりたんてい ふめつのせっとうだん』/Ｋ913

『雑談の心得。』/809.2
『猿の見る夢』/913.6
『友の墓の上で』/913.6

『時間の女神のティータイム』/Ｋ913
『ひつじのショーン おもいでの木』/ＫＥ

『九十歳。何がめでたい』/91４.6

１０月のおすすめえほん

『みんなにゴリラ』/ＫＥ
『ママのスマホになりたい』/KE

「ハロウィン」にちなんだおはなしです！

『モリくんのハロウィンカー』
かんべあやこ

『おさるのジョージ ハロウィーンの
おばけ』
マーガレット・レイ

もうすぐハロウィン。こうもりのモリ
くんはもりのともだちをよんで、ハロ
ウィンパーティーをすることにしました。
みんなはかぼちゃの「ハロウィンカー」
にのって、おうちでおかしをもらいます。
ところが、おかしをねずみのきょうだい
がたべてしまって・・・。

もうすぐハロウィーン。このひのよるに
すがたをあらわす「くびなし」のでんせつ
をきいたおさるのジョージ。ハロウィーン
のひ、ほんとうに「くびなし」がいるのか
たしかめるために、ジョージは、ともだち
のアリーやビルといっしょにカメラをよう
いして、「くびなし」があらわれるのを
まっていると・・・。

移動図書館運行表：月・水に本耶馬渓地区をまわります。
曜日
第１月曜
第３月曜

地区
樋田

10/3 10/17

第２月曜
第４月曜
10/24

樋田

駐車地
上浜田住宅
麻野屋商店前（新設）
屋形郵便局前
冠石野お堂の前
多志田ゲートボール場前
中島バス停前
クワバラ理容店付近
八千代保育園
兎洞電気
下曽木市営住宅
洞門の郷

予定時間
１０：３０～１０：４５
１０：５０～１１：０５
１１：１０～１１：２５
１０：３０～１０：４０
１０：４５～１０：５５
１１：００～１１：１０
１１：１５～１１：３０
１３：３０～１３：４５
１３：５０～１４：００
１４：０５～１４：１５
１４：２０～１４：３５

曜日
第１水曜
第３水曜
10/5
10/19

地区
上津

第２水曜
第４水曜
10/12
10/26

東谷

駐車地
松仁商会
万千百園
上津小学校
高齢者福祉センター
御祖神社前（新設）
折元神社
大田商店前
東谷地区老人憩いの家
小野商店前
樋田小学校
西谷温泉下

予定時間
１０：３０～１０：４０
１０：４５～１０：５５
１１：００～１１：１５
１３：００～１３：４０
１３：４５～１４：００
１４：０５～１４：２０
１４：３０～１４：４０
１１：００～１１：１０
１１：１５～１１：２５
１１：３０～１１：４０
１３：００～１３：４０
１４：００～１４：１５

西谷郵便局前

１４：２０～１４：３０

桧木地区
下筈林道入口（新設）

１４：３５～１４：４５
１４：５０～１５：０５

JA中津下毛農協裏（倉庫前）

樋田
西谷

発行：本耶馬渓図書館（52-3033 本耶馬渓公民館１階）

本耶馬渓図書館だより

Ｎｏ．１２（２０１６.１１）

くり・おいも・さんま・・・。秋はおいしい食べ物がいっぱい！
料理の本・小説・エッセー・えほんなど
おいしい食べ物の本もたくさん取り揃えています。
本の世界でおなかがいっぱいになるのもいいかも？
みなさまのご来館をお待ちしています！

10/27～11/9は読書週間！
☆本耶馬渓図書館おすすめ本を紹介します。この機会にぜひ、読んでみませんか？☆
『暮らしのおへそ』

主婦と生活社

その人だけが持つ習慣、これを「おへそ」とよびます。主婦・料理家・スタイリスト
など、様々なジャンルで活躍する人たちの「暮らしのおへそ」をあつめました。
あなたの日々の暮らしのヒントにしてみませんか？22巻まで出ています。

『ずんずん』

山本

一力

/

中央公論新社

まといミルク浜町店の新年の仕事始めは午前4時。この日、配達員の田代は、
湯川さんちの保冷ボックスに小さな異変を発見し・・・。牛乳配達店主と地域の仲間
たちのおいしく温かな日々を描いた小説です。

『あたらしい移住のカタチ』 セソコ

マサユキ

/

マイナビ出版

自分らしい暮らしを手に入れよう！心地よく暮らせる場所を求めて移り住む
ことにした人々の物語。10組の移住者を日本各地に訪ね、彼らの自然や人との
かかわりかた、働きかたや暮らしかたをまとめた1冊です。

貸出中の本は予約もできます。お気軽におたずねください！

日
6
13
20
27
4

♪１１月のカレンダー♪
月 火 水 木 金
1
2
3
4
7
8
9 10 11
14 15 16 17 18
21 22 23 24 25
28 29 30 12/1 2
5
6
7
8
9

お
土
5
12
19
26
3
10

★開館時間
…１０：００～１８：００
＊日・祝も18：00まで開館しています！
★カレンダーの黒い日は休館日です。

t

あたらしい本

毎週木曜日に新刊が入ります。いくつかご紹介します！

♪おとなの本♪（数字は背ラベルの番号です）

♪こどもの本♪（数字は背ラベルの番号です）

『あなたを悩ます話してもわからない人』/336.4

『ハッピーになれる星座占い』/Ｋ148
『平安時代のサバイバル』/Ｋ210

『筋力アップで健康』/498.3
『太らない間食』/498.5
『香菜子流 暮らしのきほん』/590.4
『作っておけるごはん』/596
『定番おかず』/596
『居酒屋ぼったくり⑥』/913.6
『火災調査官』/913.6

１１月のおすすめえほん
『やきいもするぞ』
おくはら ゆめ
もりのみんなはやきいもがだいす
き！おちばとおいもがそろったら、「や
きいもするぞ、エイエイオー！」おなか
いっぱいたべたあとは、「おならたいか
い」のはじまり！かわいいおなら、げん
きなおなら・・・。いちばんいいおなら
をしたのはだれかな？

『忍者の不思議（サイエンスコナン）』/K789
『しずくちゃんなぞなぞクイズブック』/K798

『落語少年サダキチ』/K913
『1001のモンスターをさがせ！』/ＫE

『どんぐりにんじゃとたいほう』/ＫE
『みつけてかぞえてどこどこどうぶつ』/ＫＥ

『くつしたくろくん』/KE

「たべもの」にちなんだおはなしです！

『モリくんのおいもカー』
かんべ あやこ
こうもりのモリくんは、さつまいもをけ
ずっておいもカーをつくりました。さっそ
く、おいもカーでしゅっぱつすると、みち
のまんなかでねずみたちにであいました。
「ぼくたち、おなかがぺこぺこなの」もり
くんは、ねずみたちにおいもカーをけずっ
てたべさせてあげることにしました。つい
でに、ねずみたちもおいもカーにのって
いっしょにおでかけです。

移動図書館運行表：月・水に本耶馬渓地区をまわります。
曜日
第１月曜
第３月曜

地区
樋田

11/7 11/21

第２月曜
第４月曜
11/14
11/28

樋田

駐車地
上浜田住宅
麻野屋商店前（新設）
屋形郵便局前
冠石野お堂の前
多志田ゲートボール場前
中島バス停前
クワバラ理容店付近
八千代保育園
兎洞電気
下曽木市営住宅
洞門の郷

予定時間
１０：３０～１０：４５
１０：５０～１１：０５
１１：１０～１１：２５
１０：３０～１０：４０
１０：４５～１０：５５
１１：００～１１：１０
１１：１５～１１：３０
１３：３０～１３：４５
１３：５０～１４：００
１４：０５～１４：１５
１４：２０～１４：３５

曜日
第１水曜
第３水曜
11/2
11/16

地区
上津

第２水曜
第４水曜
11/9
11/23

東谷

駐車地
松仁商会
万千百園
上津小学校
高齢者福祉センター
御祖神社前（新設）
折元神社
大田商店前
東谷地区老人憩いの家
小野商店前
樋田小学校
西谷温泉下

予定時間
１０：３０～１０：４０
１０：４５～１０：５５
１１：００～１１：１５
１３：００～１３：４０
１３：４５～１４：００
１４：０５～１４：２０
１４：３０～１４：４０
１１：００～１１：１０
１１：１５～１１：２５
１１：３０～１１：４０
１３：００～１３：４０
１４：００～１４：１５

西谷郵便局前

１４：２０～１４：３０

桧木地区
下筈林道入口（新設）

１４：３５～１４：４５
１４：５０～１５：０５

JA中津下毛農協裏（倉庫前）

樋田
西谷

発行：本耶馬渓図書館（52-3033 本耶馬渓公民館１階）

本耶馬渓図書館だより

Ｎｏ．１３（２０１６.１２）

もうすぐクリスマス！みなさんはサンタさんにどんなプレゼントを
お願いしていますか？クリスマスにまつわる本もいろいろありますよ！
ぜひ、いろんな本を借りてみてくださいね。
そして、本年も図書館にご来館いただき、ありがとうございました。
来年もまた、みなさまのご来館をお待ちしています！

おおそうじ、こそうじ！
12月といえば、「大掃除」！でも、余裕がない時や気分が乗らない時はちょこちょこささっと「小
掃除」をするだけでも、気分がすっきりするはず！気持ちよく新年を迎えるため、また、気持ちの
12/1911１２ｄよい家でクリスマスパーティーをするためにも、いくつか掃除の本をご紹介しま
す！
『暮らしを、みがく』 主婦と生活社
「きれいが長持ちするわが家のスケジュールをつくる」「一度にやりすぎない」など、
日々の暮らしに掃除を習慣づけるための工夫を色々紹介しています。日々のそうじの
ヒントにしてみませんか？

『子供とペットとスッキリ暮らす掃除術』 東

いづみ

/

KADOKAWA

子供3人プラス猫4匹の東さんち。なのに家じゅうピカピカな秘密は掃除にありました。
掃除のモチベーションをあげる工夫など、掃除を「エンターテイメント」に変える方法が
いっぱい詰まっています。

『ナチュラル素材でエコそうじ』 つちや出版
重曹・酢・クエン酸など、ナチュラル素材を使ったエコ掃除を紹介しています。
家の場所別に掃除方法をわかりやすく解説しているので、今年の大掃除は、

♪１2月のカレンダー♪
日 月 火 水 木 金
1
2
4
5
6
7
8
9
11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23
25 26 27 28 29 30
1/1 2
3
4
5
6

お
土
3
10
17
24
31
7

★開館時間
…１０：００～１８：００
＊日・祝も18：00まで開館しています！
★カレンダーの黒い日は休館日です。

t

あたらしい本

毎週木曜日に新刊が入ります。いくつかご紹介します！

♪おとなの本♪（数字は背ラベルの番号です）

♪こどもの本♪（数字は背ラベルの番号です）

『頭痛は消える』/493.7
『体にいいごはん献立』/596
『フライパンひとつで魚料理』/596.3

『ドラえもんはじめての論語』/Ｋ123
『まんが日本の歴史人物事典』/Ｋ210
『くらべる恐竜図鑑』/K457
『しずくちゃん 27』/K726

『トラネコボンボンのおもてなし』/596.4

『菜食菓子店』/596.6
『こねことひよこ』/645.7
『みやこさわぎ』/913.6
『世界一ありふれた答え』/913.6

１2月のおすすめえほん

『ハムスターのすてきなお仕事』/Ｋ913
『ドキドキおばけの百人一首！？』/Ｋ913

『ほげちゃんとこいぬのペロ』/ＫＥ
『ムーミンやしきへようこそ』/KE

「クリスマス」にちなんだおはなしです。

『ピヨピヨ メリークリスマス』
工藤 ノリコ

『サンタクロースもパンツがだいすき』

きょうはクリスマス！5わのヒヨコはお
かあさんにたずねます。「サンタさんき
てくれるかな？」おかあさんはこたえま
す。「いいこにしてたらきてくれます
よ。」「サンタさん、きてください。ピ
ヨピヨピヨ。」さて、ヒヨコたちのとこ
ろにサンタさんはきてくれるのでしょう
か？

あしたはクリスマス！うちゅうせんにパ
ンツをつめこんで、サンタさんのおうちに
やってきたうちゅうじんたちは、こっそり
プレゼントのなかにパンツをしのばせます。
ところがたいへん！ソリがこわれてしまい
ました。こわれてしまったソリのかわりに、
サンタさんはうちゅうせんにのりこみ、こ
どもたちのいえにしゅっぱつです！

クレア・フリードマン

移動図書館運行表：月・水に本耶馬渓地区をまわります。
曜日
第１月曜
第３月曜
12/19
第２月曜
第４月曜
12/12
12/26

地区
樋田

樋田

駐車地
上浜田住宅
麻野屋商店前（新設）
屋形郵便局前
冠石野お堂の前
多志田ゲートボール場前
中島バス停前
クワバラ理容店付近
八千代保育園
兎洞電気
下曽木市営住宅
洞門の郷

予定時間
１０：３０～１０：４５
１０：５０～１１：０５
１１：１０～１１：２５
１０：３０～１０：４０
１０：４５～１０：５５
１１：００～１１：１０
１１：１５～１１：３０
１３：３０～１３：４５
１３：５０～１４：００
１４：０５～１４：１５
１４：２０～１４：３５

曜日
第１水曜
第３水曜
12/21

地区
上津

第２水曜
第４水曜
12/14
12/28

東谷

駐車地
松仁商会
万千百園
上津小学校
高齢者福祉センター
御祖神社前（新設）
折元神社
大田商店前
東谷地区老人憩いの家
小野商店前
樋田小学校
西谷温泉下

予定時間
１０：３０～１０：４０
１０：４５～１０：５５
１１：００～１１：１５
１３：００～１３：４０
１３：４５～１４：００
１４：０５～１４：２０
１４：３０～１４：４０
１１：００～１１：１０
１１：１５～１１：２５
１１：３０～１１：４０
１３：００～１３：４０
１４：００～１４：１５

西谷郵便局前

１４：２０～１４：３０

桧木地区
下筈林道入口（新設）

１４：３５～１４：４５
１４：５０～１５：０５

JA中津下毛農協裏（倉庫前）

樋田
西谷

発行：本耶馬渓図書館（52-3033 本耶馬渓公民館１階）

本耶馬渓図書館だより

Ｎｏ．１４（２０１７.１）

明けましておめでとうございます。
旧年中は色々とお世話になりました。本年もよろしくお願いいたします。
そして、みなさんは今年をどんな年にしたいですか？図書館は、今年も
たくさんのお客さまが来てくれる年にしたいです。みなさんにとって、
今年がしあわせな1年になることを願っています！！

芥川賞・直木賞！
1月といえば、毎年中旬頃に「芥川賞・直木賞」の発表があります。そこで今月は、過去の受賞
作をいくつかご紹介します。さて、今回は誰のどんな作品が受賞するのでしょうか？。寒い日が
続くので、コタツに入って本を読みつつ受賞作を予想してみるのも楽しいかもしれないですね。
『コンビニ人間』

村田

沙耶香

（155回/H28年上半期/芥川賞）

前回の芥川賞受賞作です。36歳の未婚・彼氏無しの「古倉恵子」。大学卒業後も
就職はせず、学生時代から続けているコンビニバイト生活も今年で18年目。
ところがある日、婚活目的の新入り男性「白羽」が恵子の働くコンビニに現れて・・・。

『九年前の祈り』

小野

正嗣

（152回/H26年下半期/芥川賞）

作者の小野さんは大分県蒲江出身で、この作品の舞台も蒲江です。35歳シングルマザー
さなえは幼い息子を連れて、海辺の小さな集落に戻ってきた。息子を持て余しながら、
さなえが懐かしく思い出すのは9年前の「みっちゃん姉」の言葉だった・・・。

『戦いすんで日が暮れて』 佐藤

愛子

（61回/昭和44年上半期/直木賞）

最近では『九十歳。何がめでたい』や『人間の煩悩』でおなじみの作者。「強い男、
りりしい男はいないのか？」気弱な夫と巨額の負債を抱え込んだ家庭の中で、休む間も
ない奮闘を続ける男まさりの「強い妻」を、作者独自の真情と塩辛いペーソスで描きます。

日
1
8
15
22
29
5

♪１月のカレンダー♪
月 火 水 木 金
2
3
4
5
6
9 10 11 12 13
16 17 18 19 20
23 24 25 26 27
30 31 2/1 2
3
6
7
8
9 10

お
土
7
14
21
28
4
11

★開館時間
…１０：００～１８：００
＊日・祝も18：00まで開館しています！
★カレンダーの黒い日は休館日です。

あたらしい本

毎週木曜日に新刊が入ります。いくつかご紹介します！

♪おとなの本♪（数字は背ラベルの番号です）

♪こどもの本♪（数字は背ラベルの番号です）

『おまつり万歳！』/386.1
『鳥のフィールドサイン観察ガイド』/488.1

『奈良時代のサバイバル』/Ｋ210
『橋本左内』/Ｋ289
『言葉屋 3』/K913
『かいけつゾロリの王子さまに
なるほうほう』/K913
『しょうてんがいくん』/ＫE
『のらねこぐんだんそらをとぶ』/ＫＥ
『ポコポコミルク』/KE

『レンジで楽チン！糖尿病レシピ』/493.1

『カスタードのおやつ』/596.６
『そば&まちづくり』/619.3
『金子みすゞの詩とこころ』/911.5
『北海道新幹線殺人事件』/913.6
『本バスめぐりん。』/913.6

１月のおすすめえほん
『おもちのおふろ』

「おしょうがつ」にちなんだおはなしです。

苅田 澄子

さむいさむいひ、おもちの「もーちゃ
ん」と「ちーちゃん」がおふろやさんに
でかけます。どんなおふろがあるのか、
ふたりがうきうきとびらをあけると、そ
こは「しょうゆのあしゆ」でした。でも、
ふたりがはいろうとしても、おすしたち
はだれもでてくれません。そこで、つぎ
のおふろにいってみると・・・。さて、
ふたりはぶじにおふろにはいることがで
きるのかな？

『おしょうがつセブン』
もとした いづみ
1月1日にやってきた「おしょうがつセ
ブン」！はねをうちあい、まけたらかおに
すみをぬる「はねつき」をして、こどもた
ちとあそびます。そして、おいしいおせち
りょうりをもってきてくれた「おしょうが
つセブン」は、いろんなねがいがこめられ
た、おせちりょうりのゆらいをひとつひと
つおしえてくれるのです。

移動図書館運行表：月・水に本耶馬渓地区をまわります。
曜日
第１月曜
第３月曜
1/16
第２月曜
第４月曜
1/23

地区
樋田

樋田

駐車地
上浜田住宅
麻野屋商店前（新設）
屋形郵便局前
冠石野お堂の前
多志田ゲートボール場前
中島バス停前
クワバラ理容店付近
八千代保育園
兎洞電気
下曽木市営住宅
洞門の郷

予定時間
１０：３０～１０：４５
１０：５０～１１：０５
１１：１０～１１：２５
１０：３０～１０：４０
１０：４５～１０：５５
１１：００～１１：１０
１１：１５～１１：３０
１３：３０～１３：４５
１３：５０～１４：００
１４：０５～１４：１５
１４：２０～１４：３５

曜日
第１水曜
第３水曜
1/18

地区
上津

第２水曜
第４水曜
1/11
1/25

東谷

駐車地
松仁商会
万千百園
上津小学校
高齢者福祉センター
御祖神社前（新設）
折元神社
大田商店前
東谷地区老人憩いの家
小野商店前
樋田小学校
西谷温泉下

予定時間
１０：３０～１０：４０
１０：４５～１０：５５
１１：００～１１：１５
１３：００～１３：４０
１３：４５～１４：００
１４：０５～１４：２０
１４：３０～１４：４０
１１：００～１１：１０
１１：１５～１１：２５
１１：３０～１１：４０
１３：００～１３：４０
１４：００～１４：１５

西谷郵便局前

１４：２０～１４：３０

桧木地区
下筈林道入口（新設）

１４：３５～１４：４５
１４：５０～１５：０５

JA中津下毛農協裏（倉庫前）

樋田
西谷

発行：本耶馬渓図書館（52-3033 本耶馬渓公民館１階）

本耶馬渓図書館だより

Ｎｏ．１５（２０１７.２）

2月に入り、寒さが厳しくなってきました。
こんな日は、コタツに入ってぬくぬく過ごすのがいちばん！
コタツのおともに、本を読んでみませんか？毎週木曜日に
新しい本が入ってきます。また、本以外にも雑誌やDVDも
貸出できます。ぜひ、いろいろ借りてみて下さい！！

もうすぐバレンタイン！
もうすぐバレンタインデー！。好きな人にチョコをプレゼントするだけではなく、お友達や、日頃
お世話になっているかたにお菓子を贈るのにもよい機会です。そこで今月は、おすすめのお菓子
の本をいくつかご紹介します。この機会に手作りお菓子を作ってみませんか？
『プレゼント前日でも間に合う！手づくりチョコ』 下迫

綾美

材料の買い物から調理、ラッピングまで、プレゼントの前日でも間に合う簡単でかわいい
チョコレートレシピがいっぱい。作りかたとともに、ラッピングのアイディアも載っている
ので、思い立ったらすぐに活用できます！

『毎日食べたい”ごはんのような”クッキーとビスケットの本 』

なかしましほ

著者のなかしましほさんは、体に優しいお菓子の工房「フードムード」を開いています。
表紙にもなっている色んな表情の「スマイルビスケット」がかわいくプレゼントにおすすめです！

2/1（水）と
3/1（水）は
図書整理休館日です。
お間違えのないよう
お気をつけて
お越しください！

★「赤ちゃんと絵本事業」
事業報告・研修講演会のおしらせ★

「赤ちゃん～ゆりかごの中の科学者～」
講師：榊原 洋一 氏
NPOブックスタート 理事
お茶の水女子大学 副学長

日
5
12
19
26
5

♪２月のカレンダー♪
月 火 水 木 金
1
2
3
6
7
8
9 10
13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28 3/1 2
3
6
7
8
9 10

土
4
11
18
25
4
11

★開館時間
…１０：００～１８：００
＊日・祝も18：00まで開館しています！
★カレンダーの黒い日は休館日です。

日時 平成29年2月19日（日）
13：30～15：00（開場13：00）
場所 中津市立小幡記念図書館 研修室

★入場無料です！
託児も行っています。ぜひご参加下さい！
【お問合せ】小幡記念図書館 0979-22-0679

あたらしい本

毎週木曜日に新刊が入ります。いくつかご紹介します！

♪おとなの本♪（数字は背ラベルの番号です）

♪こどもの本♪（数字は背ラベルの番号です）

『サピエンス全史 上・下』/209
『薪ストーブ入門』/528.2

『室町時代のサバイバル』/Ｋ210
『江戸の町のサバイバル』/Ｋ210

『お母さん、その服なんとかしよ！』/589.2

『ミラクルハッピーお仕事ずかんDX』
/K366

『幸せをよぶらく家事』/590
『ふたりからひとり』/590.4
『女子DIYの教科書』/592.7
『ミニマリストの部屋づくり』/597.5
『本当に正しい鳥獣害対策Q&A』/615.8

2月のおすすめえほん

『実験対決 24』/K407
『てのりにんじゃ』/ＫE
『ドラえもんのポケット』/ＫＥ
『トムとジェリーをさがせ！』/KE

「ゆき」にちなんだおはなしです。

『ゆきのしたのおともだち』
ばん たくま

『ゆきのうえゆきのした』
ケイト・メスナー

ゆきのしたに、いっぴきのウサギがすん
でいました。そとはゆき。ウサギがたい
くつしていると、「おっと、ごめんよ」
とじめんからモグラがやってきたので
す！「モグラくんはいいなあ。あなをほ
ればみんなとあえるから」「それなら
いっしょにあなをほればいいのさ！」そ
れはすてきなおもいつき。ふたりでどん
どんあなをほると・・・。

ゆきのうえは、しんとしずまりかえって
まっしろです。でも、ゆきのうえでしっぽ
がちらり。だれのしっぽかな？ゆきのした
には「ひみつのせかい」があることをおと
うさんがおしえてくれました。リスやウサ
ギやいろんないきものたちがくらしている
のです。ゆきのしたで、ふゆをすごすどう
ぶつたちのおはなしです。

移動図書館運行表：月・水に本耶馬渓地区をまわります。
曜日
第１月曜
第３月曜

地区
樋田

2/6 2/20

第２月曜
第４月曜
2/13
2/27

樋田

駐車地
上浜田住宅
麻野屋商店前（新設）
屋形郵便局前
冠石野お堂の前
多志田ゲートボール場前
中島バス停前
クワバラ理容店付近
八千代保育園
兎洞電気
下曽木市営住宅
洞門の郷

予定時間
１０：３０～１０：４５
１０：５０～１１：０５
１１：１０～１１：２５
１０：３０～１０：４０
１０：４５～１０：５５
１１：００～１１：１０
１１：１５～１１：３０
１３：３０～１３：４５
１３：５０～１４：００
１４：０５～１４：１５
１４：２０～１４：３５

曜日
第１水曜
第３水曜
2/15

地区
上津

第２水曜
第４水曜
2/8
2/22

東谷

駐車地
松仁商会
万千百園
上津小学校
高齢者福祉センター
御祖神社前（新設）
折元神社
大田商店前
東谷地区老人憩いの家
小野商店前
樋田小学校
西谷温泉下

予定時間
１０：３０～１０：４０
１０：４５～１０：５５
１１：００～１１：１５
１３：００～１３：４０
１３：４５～１４：００
１４：０５～１４：２０
１４：３０～１４：４０
１１：００～１１：１０
１１：１５～１１：２５
１１：３０～１１：４０
１３：００～１３：４０
１４：００～１４：１５

西谷郵便局前

１４：２０～１４：３０

桧木地区
下筈林道入口（新設）

１４：３５～１４：４５
１４：５０～１５：０５

JA中津下毛農協裏（倉庫前）

樋田
西谷

発行：本耶馬渓図書館（52-3033 本耶馬渓公民館１階）

本耶馬渓図書館だより

Ｎｏ．１6（２０１７.3）

3月に入り、ぽかぽか日差しが暖かい日が増えてきました。
春は、ツクシやヨモギだけでなく、レンゲや菜の花など、食べられる
野草がたくさんあるんですよ！散歩の途中に摘んでみませんか？
しかし、花粉症のかたにはツラいシーズンの到来です。花粉症に関する
本も、野草の本も、色々あるのでぜひ借りてみて下さい！！

☆新生活に向けて☆
春は卒業・進学・就職など、出会いと別れの季節です。そこで今月は、通園・通学グッズやはじ
めての料理本など、新生活に向けておすすめの本をいくつかご紹介します。新生活を気持ちよ
く迎えるための参考にしてみませんか？
『ひとり暮らし、はじめました』 ブロックバスター

/

主婦の友社

引っ越し準備・いろんな家事・家計管理・冠婚葬祭など、ひとり暮らしの困った時に
役立つガイド本です。自分らしい部屋、自由な毎日。けれど、いざひとり暮らしを始める
といろんな「困った！」にぶつかるはず。そんな困った時の強い味方です！

『Newお料理1年生のはじめてクッキング』 広沢

京子

/

主婦の友社

料理を始めるきっかけは色々だと思いますが、ドキドキワクワク楽しみですよね。料理
上手になるコツは「下ごしらえはていねいに」「作るたびに味見」「誰かのために作る」
とのこと。「お料理したい！」人の最初の1冊にぴったりなお料理入門書です。

『はじめてでも必ずできる！通園通学バッグとこもの』 寺西

恵里子

/

辰巳出版

子どもたちにとってはワクワクドキドキな入園・入学。手作りがはじめてのかたでも安心
して作れるように、1工程ごとに作り方を解説しています。実は、バッグを１つ作る時間は、
１０分もかからないんだとか！入園・入学をパパやママの手作りで応援しませんか？

日
5
12
19
26
2

♪3月のカレンダー♪
月 火 水 木 金 土
1
2
3
4
6
7
8
9 10 11
13 14 15 16 17 18
20 21 22 23 24 25
27 28 29 30 31 4/1
3
4
5
6
7
8

★開館時間
…１０：００～１８：００
＊日・祝も18：00まで開館しています！
★カレンダーの黒い日は休館日です。

あたらしい本

毎週木曜日に新刊が入ります。いくつかご紹介します！

♪おとなの本♪（数字は背ラベルの番号です）

♪こどもの本♪（数字は背ラベルの番号です）

『そのイタズラは子どもが伸びるサインです』
/379.9

『大正時代のサバイバル』/Ｋ210
『井伊直政』/Ｋ289
『こわくてふしぎな妖怪の話』/K388
『負けるな！すしヒーロー』/K913
『ジャッキーのしあわせ』/ＫE
『げんきにおでかけ』/ＫＥ
『おいしそうなしろくま』/KE
『わくわく！かたちのえほん』/KE

『家事は、すぐやる！』/590
『こうじ甘酒レシピ作りおき』/596
『ゆるい片付け』/597.5
『古民家カフェを開こう』/673.9
『綱わたりの花嫁』/913.6
『主君』/913.6
『人生のぜいたく』/914.6

3月のおすすめえほん

「はる」にちなんだおはなしです。

『ころわんがはるみっけ！』
間所 ひさこ

『はるかぜのホネホネさん』
にしむら あつこ

こいぬのころわんに、ちょうちょがいい
ました「はるはいいこといっぱいよ！」
それをきいたころわんは、さっそくのは
らへおでかけします。でも、おがわでで
あったざりがにに、ころわんはびっく
り！にげかえったところでおともだちの
ちょろわんとであいました。さて、どん
ないいことがあるのでしょうか？

ゆうびんやのホネホネさんはきょうもげ
んきにはいたつです。「こんにちは、ゆう
びんでーす」トリオくんは、カワセミくん
から「かわくだりたいかいにでよう！」と
いうてがみをもらいました。ニョロコさん
は、ようふくのちゅうもんのてがみをもら
いました。はるかぜのなか、きょうもホネ
ホネさんはおおいそがし！

移動図書館運行表：月・水に本耶馬渓地区をまわります。
曜日
第１月曜
第３月曜
3/6
第２月曜
第４月曜
3/13
3/27

地区
樋田

樋田

駐車地
上浜田住宅
麻野屋商店前（新設）
屋形郵便局前
冠石野お堂の前
多志田ゲートボール場前
中島バス停前
クワバラ理容店付近
八千代保育園
兎洞電気
下曽木市営住宅
洞門の郷

予定時間
１０：３０～１０：４５
１０：５０～１１：０５
１１：１０～１１：２５
１０：３０～１０：４０
１０：４５～１０：５５
１１：００～１１：１０
１１：１５～１１：３０
１３：３０～１３：４５
１３：５０～１４：００
１４：０５～１４：１５
１４：２０～１４：３５

曜日
第１水曜
第３水曜
3/15

地区
上津

第２水曜
第４水曜
3/8
3/22

東谷

駐車地
松仁商会
万千百園
上津小学校
高齢者福祉センター
御祖神社前（新設）
折元神社
大田商店前
東谷地区老人憩いの家
小野商店前
樋田小学校
西谷温泉下

予定時間
１０：３０～１０：４０
１０：４５～１０：５５
１１：００～１１：１５
１３：００～１３：４０
１３：４５～１４：００
１４：０５～１４：２０
１４：３０～１４：４０
１１：００～１１：１０
１１：１５～１１：２５
１１：３０～１１：４０
１３：００～１３：４０
１４：００～１４：１５

西谷郵便局前

１４：２０～１４：３０

桧木地区
下筈林道入口（新設）

１４：３５～１４：４５
１４：５０～１５：０５

JA中津下毛農協裏（倉庫前）

樋田
西谷

発行：本耶馬渓図書館（52-3033 本耶馬渓公民館１階）

