本耶馬渓図書館だより

Ｎｏ．１７（２０１７.４）

入学・入園など、4月は夢や希望がいっぱいでワクワクする月ですね。
また、お花見や遠足など、楽しい行事もいっぱいです。
そんな中で、ほっとひと息つきたい時は、図書館に来てみませんか？
小説などの字の多い本だけでなく、インテリアやガーデニングなど、
写真がメインのサラッと読める本も色々あります！
ぜひ、みなさまのご来館をお待ちしています。

☆新しい雑誌が入りました☆
4月号より、新しい雑誌が3冊仲間入りしました。雑誌は、本耶馬渓に置いているもの
だけでなく、小幡記念・三光・耶馬溪・山国の各図書館に置いているものも取り寄せできます。
どのような雑誌があるかなど、詳しいことはお気軽に図書館カウンターまでお尋ねください！
『Ｓａｉｔａ（サイタ）』 月刊誌

/

女性向け生活情報誌

「情報ツウな主婦たちのクチコミ」プラス「スタイリスト・料理家たちのプロからの
アイディア」で、おしゃれや生活に役立つ情報が満載の生活情報誌です。
ちなみに、4月号のメイン特集は「ヨーグルト」！毎月7日頃入荷します。

『ソトコト』

月刊誌

/

ナチュラル系ライフスタイル誌

テーマは「地球と人に優しく」！エコロジーやスローライフを軸とし、ボランティア・
健康・食事・旅行・移住など様々なテーマで「地球と人に優しく快適で楽しいライフ
スタイル」を提案します。毎月5日頃入荷します。

『ＴＵＲＮＳ（ターンズ）』 隔月誌

/

ナチュラル系ライフスタイル誌

日本の「地域」をテーマに、地方で暮らす魅力や生活する人の姿や仕事、そこで生きる
ための知恵まで様々な情報を提供し、人・暮らし・地域をつなぐライフスタイル誌です。
過去に本耶馬渓地域が登場したこともありますよ！偶数月の20日頃入荷します。
★『ライトニング」は3月号をもって終了いたしました。
ご愛読、ありがとうございました！
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♪４月のカレンダー♪
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★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）

『思うだけ！開運術』 /159

『のび太と行く世界歴史探検2』/Ｋ209
『絶滅動物最強王図鑑』/Ｋ457
『どっちが強い？ゾウVSサイ』/K489
『笑い猫の5分間怪談10』/K913
『おばけ遊園地は大さわぎ』/Ｋ913
『王女さまのお手紙つき7・8』/Ｋ933
『おしゃかさま』/KE
『カレー地獄旅行』/KE

『子どもの身長ぐんぐんメソッド』/493.9
『かあさんの暮らしマネジメント』/590.4

『３色弁当』/59６.４
『農家が教える自然農法』/615.7
『シックスタイルフラワーズ』/627.8
『居酒屋ぼったくり7』/913.6
『姥捨て山繁盛記』/913.6

４月のおすすめえほん

「ともだち」「はる」にちなんだおはなしです。

『いちねんせいになったから！』
くすのき しげのり

『キャベツがたべたいのです』
シゲタ サヤカ

きょうはにゅうがくしき。「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
いをしたらどうかな？」「めいしをく
ばってみるのはどうかな？」「でもせん
せいがきびしかったらどうしよう？」き
たいとふあんでいっぱいのりゅうたろう
ですが、ともだちをたくさんつくること
ができるかな？

「キャベツがたべたい」とねがうちょう
ちょたちは、キャベツのにおいをおいもと
め、あるやおやにたどりつきました。はな
しをきいたやおやのおじさんが、キャベツ
ジュースをつくってくれましたが、ぜんぜ
んしゃっきりしていません。つぎにおじさ
んがつくってくれたジュースをのむと、な
んとちょうちょたちは「おじさん」になっ
てしまったのです！

移動図書館運行表：4月から新設の駐車地や駐車時間の変更があります！
曜日
第１月曜
第３月曜
4/3
4/17
第２月曜
第４月曜
4/10
4/24

地区
樋田

樋田

駐車地
上浜田住宅
麻野屋商店前
屋形郵便局前
下屋形恵良（新設）
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
１０：２０～１０：３０
１０：４０～１０：５５
１１：００～１１：１０
１１：２０～１１：３０
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

発行：本耶馬渓図書館（52-3033 本耶馬渓公民館１階）

曜日
第１水曜
第３水曜

地区
上津

4/5
4/19

第２水曜
第４水曜
4/12
4/26

東谷

樋田
西谷

駐車地
かえで（新設）
あんず（新設）
万千百園
羅漢下組
上津小学校
高齢者福祉センター
御祖神社前
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
１０：１５～１０：２５
１０：３０～１０：４５
１０：５０～１１：０５
１１：１０～１１：２０
１１：２５～１１：３５
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
平原地区（新設）
下筈林道入口

１４：３５～１４：４５
１４：５０～１５：００
１５：０５～１５：２０

JA中津下毛農協裏（倉庫前）

本耶馬渓図書館だより

Ｎｏ．１8（２０１７.5）

暖かい季節になりましたね。ゴールデンウィークの予定はお決まりで
すか？図書館には旅行の本がたくさんありますので、ぜひ参考にして
くださいね。この時期、図書館から見渡せる洞門の風景も最高です
よ！
みなさまのご来館をお待ちしています。

本耶馬渓図書館では読書期間中、イベント
「読書ビンゴ」を開催します。サイコロやく
じを引いて、出た目の本をかりてビンゴを目
指しましょう！
台紙はカウンターにありますので、ぜひご参
加ください。すてきなプレゼントもご用意し
てお待ちしております！

公民館ロビーにて雑誌無料配布を
行います。皆様のご来館を
お待ちしています。

・サイコロ&くじを引く
・出た目の本を借りる

さらに期間中は
読書カードポイント２倍！

・ビンゴがでたらプレゼント
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♪5月のカレンダー♪
月 火 水 木 金
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★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！

♪こどもの本♪（数字は背ラベルの番号です）

♪おとなの本♪（数字は背ラベルの番号です）

『小説近キョリ恋愛』/Ｋ913
『男の子にも女の子にも、作ってあげたい服』/593.3 『ディズニ―全キャラクター大事典』/K778
『くりかえし料理』/596
『超危険生物スゴ技大図鑑』/K480
『自然栽培 Vol.10』/615.7
『本当に怖い話Max呪詛怨嗟』/Ｋ147
『ニッポンの主婦100年の食卓』/383.8 『しずくちゃん 28』/Ｋ726
『得するごはん』/596.
『モアナと伝説の海』/KE
『やめるときも、すこやかなるときも』/913.6 『だいひょうざんのちいさないえ』/KE
『ヨガのポーズが丸ごとわかる本』/498.3『映画きかんしゃトーマス』/KE
『秋山善吉工務店』/913.6

5月のおすすめえほん

「うんどうかい」「おでかけ」にちなんだおはなしです。

『うんどうかいがなんだ！』
きむら ゆういち／さく。
かけっこがビリだから、うんどうかいを
やすみたいブブタン。ポンスケに「ブブタ
ンがやすんだらオレがビリになっちゃうだ
ろ」といわれたブブタンは、ポンスケより
はやくはしるために、まいにちはしるれん
しゅうをしました。ついにうんどうかいの
ひ、ブブタンはせっかくポンスケをぬいた
のに、ころんでしまって…。

『まあちゃんのすてきなエプロン』
たかどの ほうこ/さく
おかあさんが、まあちゃんにあたらしいエ
プロンをぬってくれました。ポッケが3つ
もついています。まあちゃんは、きょう、
おかのうえでおりょうりピクニックをする
ので、エプロンをしめてでかけました。そ
のとき、こざるが、まあちゃんのエプロン
のあかいポッケに、あかいハンカチをみつ
けて…。

移動図書館運行表
曜日
第１月曜
第３月曜
4/3
4/17
第２月曜
第４月曜
4/10
4/24

地区
樋田

樋田

駐車地
上浜田住宅
麻野屋商店前
屋形郵便局前
下屋形恵良（新設）
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
１０：２０～１０：３０
１０：４０～１０：５５
１１：００～１１：１０
１１：２０～１１：３０
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

発行：本耶馬渓図書館（52-3033 本耶馬渓公民館１階）

曜日
第１水曜
第３水曜

地区
上津

4/5
4/19

第２水曜
第４水曜
4/12
4/26

東谷

樋田
西谷

駐車地
かえで（新設）
あんず（新設）
万千百園
羅漢下組
上津小学校
高齢者福祉センター
御祖神社前
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
１０：１５～１０：２５
１０：３０～１０：４５
１０：５０～１１：０５
１１：１０～１１：２０
１１：２５～１１：３５
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
平原地区（新設）
下筈林道入口

１４：３５～１４：４５
１４：５０～１５：００
１５：０５～１５：２０

JA中津下毛農協裏（倉庫前）

本耶馬渓図書館だより

Ｎｏ．１９（２０１７.６）

雨の多いこの季節、洗濯物が乾かなかったりカビが増えたり憂鬱です。
しかし、このタイミングで大掃除をするかたが増えているそうです。
湿気があるため、この時期はカビなどの汚れが落ちやすいのだとか。
掃除に関する本も色々取り揃えています。
ぜひ参考にしてみて、気持ちの良い梅雨明けを迎えませんか？
みなさまのご来館をお待ちしています！

☆祝！”やばけい”日本遺産認定☆
4月28日、中津市・玖珠町にまたがる広大な景勝地・耶馬渓の歴史や文化を語るストー
リー「やばけい遊覧～大地に描いた山水絵巻の道をゆく～」が日本遺産に認定されまし
た。広大な景色とともに素敵なスポットもたくさん！そこで、地元やばけいにまつわる本
をいくつかご紹介します。あらためてふるさと再発見してみませんか？
『暮らしのまんなかからはじめるインテリア 1～26』
日本各地、それぞれのご家族が大事にしている「くらしのまんなか」を紹介しています。
日々のヒントにしたい暮らしがいっぱい詰まっています。14号では、耶馬溪にお住まいの
ご家族とともに、「文庫さだや」や「下郷農協」などが紹介されています！

『d design travel（ディーデザイントラベル）大分』
デザインの目線から観光を見直した大分のガイドブックです。本耶馬渓の「バルンバルン
の森」や「Cago（カゴ）」耶馬渓の「豆岳珈琲」などが紹介されています。また、耶馬溪
下郷地区の地域情報誌「雲与橋」も付いています。

『ロードバイクで旅する本』
耶馬溪といえば「サイクリング」！景色を眺めながらサイクリングをするのもよいもの
です。日本各地10か所のサイクリングの旅を紹介しています。これからはサイクリングに
適した季節！耶馬溪や、ほかにも色々サイクリングの旅に出かけてみませんか？

日
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♪６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 7/1
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）

『死者はどこへいくのか』 /147
『大人かわいいラッピング』/385.9
『Ｓｋｉｐ』/590
『多肉植物でプチ！寄せ植え』/627.7
『スマホで困った時に開く本』/694.6
『日蓮伝説殺人事件』/913.6
『月の満ち欠け』/913.6
『御徒の女』/913.6

『うわさの怪談 怨』/Ｋ147
『パキケファロサウルス』/Ｋ457
『マメンチサウルス』 /K457
『ジャングルのサバイバル』/K786
『かいけつゾロリぴあ』/K913
『学校の怖すぎる話②』/Ｋ913
『もりのとしょかん』/ＫE
『かさちゃんです』/KE

６月のおすすめえほん

「あめ」「かえる」にちなんだおはなしです。

『バムとケロのにちようび』
島田 ゆか

『カエルのおでかけ』

あめでそとにでられないにちようび。
いぬのバムはいえでほんをよむことにし
ました。そのまえにケロちゃんがよごし
たおへやをきれいにして、おやつをつく
ろうとおもっていたのですが。そこにな
んと、どろんこ、びちゃびちゃのケロ
ちゃんがかえってきたのです。。。
バムはゆっくりほんをよむことができ
るのでしょうか？

カエルにとって「あめ」はなによりも「い
いてんき！」どしゃぶりのひは「きょうは、
いちだんとおおあめだ！」とカエルはおお
よろこびです！かさもささずにじてんしゃ
にのったカエルは「カツバーガー」をかっ
てこうえんにむかいます。どしゃぶりで、
プールみたいになったこうえんでカエルは
おおはしゃぎ！たのしいピクニックのはじ
まりです。

高畠 那生

移動図書館運行表：4月から新設の駐車地や駐車時間の変更があります！
曜日
第１月曜
第３月曜
6/5
6/19
第２月曜
第４月曜
6/12
6/26

地区
樋田

樋田

駐車地
上浜田住宅
麻野屋商店前
屋形郵便局前
下屋形恵良（新設）
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
１０：２０～１０：３０
１０：４０～１０：５５
１１：００～１１：１０
１１：２０～１１：３０
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

発行：本耶馬渓図書館（52-3033 本耶馬渓公民館１階）

曜日
第１水曜
第３水曜

地区
上津

6/7
6/21

第２水曜
第４水曜
6/14
6/28

東谷

樋田
西谷

駐車地
かえで（新設）
あんず（新設）
万千百園
羅漢下組
上津小学校
高齢者福祉センター
御祖神社前
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
１０：１５～１０：２５
１０：３０～１０：４５
１０：５０～１１：０５
１１：１０～１１：２０
１１：２５～１１：３５
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
平原地区（新設）
下筈林道入口

１４：３５～１４：４５
１４：５０～１５：００
１５：０５～１５：２０

JA中津下毛農協裏（倉庫前）

本耶馬渓図書館だより

Ｎｏ．20（２０１７.7）

毎日暑い日が続きますね。もう暑くてどこにもでかけたくない！と
いう方はぜひ図書館にいらしてください。冷房が効いていて、夏休
みの宿題もサポート。そして夏休み限定で、大人も子どもも楽しめ
るイベントを開催しますよ！皆様のご来館をおまちしています。

本耶馬渓図書館 夏休みイベント
★１日図書館
司書体験

★昆虫探し
図書館の中に隠れた
昆虫を探し出そう！
何匹隠れているかは
お楽しみ！

★スタンプラリー

雑誌無料配布

公民館ロビーにて雑誌無料
配布を行います。

夏休み中、図書館で
本を借りてスタンプを
５個あつめよう！

日

♪7月のカレンダー♪
月 火 水 木 金

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

土
1
8
15
22
29

★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。

本耶馬渓図書館で、
図書館のお仕事を体験して
みませんか？詳しくは
図書館までお問い

夏休み中は読書
カードポイント
２倍！

★7/31（月）は
図書整理日のため休館します。
★夏休み中も祝日、お盆も18：00
まで開館しています。

t★たのしいイベント
もりだくさん！
ぜひあそびにきてくださいね。

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）

『おいしい時間をあの人と』 /281
『かんたん冷凍作りおき』/596

『オルニトミムス 』/Ｋ457

『がっちりマンデー!!知られざる40社の
儲けの秘密』/335

『七時間目の怪談授業』 /K913
『にゃんぼー!かわいくなりたい!』/KE
『ぼくのイスなのに!』/KE
『摩訶不思議探偵社』/Ｋ933

『いつも100てん!?おばけえんぴつ 』/Ｋ913

『九州夏Walker 2017』/291.9
『ショートショート・BAR』/913.6
『ひんやりデザートBEST200』/596.6 『ワクワク!かわいい!自由研究大じてん』/Ｋ407
『どんなに体が硬くても背中でギュッと握手 『小学生のかっこいい!!自由研究 』/Ｋ407
できるようになる肩甲骨ストレッチ』/781.4 『むしさんなんのぎょうれつ?』/KE

7月のおすすめえほん

「なつ」「すいか」にちなんだおはなしです。

『なつはひるね』

『ほんとはスイカ』
林 木林

ザザーン、ザザーン。おとこのこが、いぬ
といっしょに、うみでおよいでいる。うみ
には、いろんないきものがいた。すなはま
にねころんだおとこのこは、そらをみあげ
る。くもが、ソフトクリームにみえてきた。
いろんなたべものをそうぞうしているうち、
くろいくもがやってきて、ピカッ!ドカーン!
あめがザンザンザンザンふってきて…。

昼田 弥子
イトウくんはみちで「おれはスイカだ」と
いいはるイカにであった。どうやら「ス」
をどこかに落としてしまったらしい。とこ
ろが道に落ちていた「ス」がはりついて、
イトウくんは「スイトウ」になってしまっ
た！スイトウになったイトウくんはおじさ
んにひろわれてしまい…はたしてイトウく
んはもとにもどれるの？

移動図書館運行表：夏休み中の樋田小、上津小の運行はありません。
曜日
第１月曜
第３月曜
7/3
7/17
第２月曜
第４月曜
7/10
7/24

地区
樋田

樋田

駐車地
上浜田住宅
麻野屋商店前
屋形郵便局前
下屋形恵良（新設）
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
１０：２０～１０：３０
１０：４０～１０：５５
１１：００～１１：１０
１１：２０～１１：３０
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

発行：本耶馬渓図書館（52-3033 本耶馬渓公民館１階）

曜日
第１水曜
第３水曜

地区
上津

7/5
7/19

第２水曜
第４水曜
7/12
7/26

東谷

樋田
西谷

駐車地
かえで（新設）
あんず（新設）
万千百園
羅漢下組
上津小学校（休み）
高齢者福祉センター
御祖神社前
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（休み）
西谷温泉下

予定時間
１０：１５～１０：２５
１０：３０～１０：４５
１０：５０～１１：０５
１１：１０～１１：２０
１１：２５～１１：３５
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
平原地区（新設）
下筈林道入口

１４：３５～１４：４５
１４：５０～１５：００
１５：０５～１５：２０

JA中津下毛農協裏（倉庫前）

本耶馬渓図書館だより

Ｎｏ．２１（２０１７.８）

ながーい夏休みのまっただなか！みなさんいかがお過ごしですか？
お出かけしたり、遊んだりしたあとでゆったり過ごしたい時は、
ぜひ、図書館がおススメです！
クーラーが効いていて、自由研究や工作の本があって、夏休みの
イベントも開催中！夏におすすめの怖ーい本も色々揃っています。
みなさまのご来館をお待ちしています！

☆夏！どこかへお出かけ☆
夏休みまっただなか！みなさんどこかへお出かけしますか？お出かけの参考におすす
めの旅行本をいくつかご紹介します。お出かけの予定がないかたでも、パラパラとページ
を開くだけでも楽しいこと間違いなし！よかったら借りてみませんか？
『プレミアム九州案内』 枻出版社
「ななつ星が誘う、極上の九州へ」「佐賀・有田で、うつわの魅力と歴史に触れる」
「五島列島教会めぐり」「熊本・山鹿の宿場町でいまと昔をつなぐ旅へ」などなど。
九州の旅を紹介しています。訪れたくなる九州データガイドも掲載！大分からは、
由布院と別府が掲載されています。

『ハレ旅

沖縄』

朝日新聞出版

「旅は素敵な非日常＝ハレ！」定番の過ごし方から、思いがけない楽しみ方まで
沖縄でのハレの日が最高になる107のことを紹介しています。この中からとって
おきの「夏の旅」を計画してみませんか？

『Eａｔｒｉｐ

北海道・おいしい一人旅』 北海道新聞社

あなたは、旅に何を求めますか？美味しいものを求めるなら、足をのばして北海道
まで出かけてみませんか？北海道の美味しい景色と美味しい食べ物をご紹介します。
一人旅でも、誰かと一緒の旅でも、おいしくて楽しいこと間違いなし！

日
6
13
20
27
3

♪８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 31 9/1
4
5
6
7
8

土
5
12
19
26
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）

『るるぶ福岡 18』 /291.9
『病気にならない21の鉄則』/498.3
『夏つまみ』/596
『親子おやつ』/596.6
『しあわせをつなぐ台所』/596.9
『孫育ての新常識』/599
『深海の寓話』/913.6
『天神小五郎人情剣』/913.6

『ハッピーになれる名前占い』/Ｋ147
『実験対決 25』/Ｋ407
『ジャングルのサバイバル3』/K786
『人間回収車』/K913
『へんしんテスト』/KE
『オニのきもだめし』/ＫE
『スーパー戦隊はどこだ！？』/ＫE
『きょうりゅうオーディション』/KE

8月のおすすめえほん

「おばけ」「こわいはなし」です。

『きもだめし』

『いちにちおばけ』
ふくべ あきひろ

新井 洋行
さあ、きもだめしをはじめるよ。でも、
なくこはよんじゃダメ！だれかがなきな
がら「おねがいがあるの」といっている
よ。ページをめくるとそこにいたのは？
だれかが「ぼくといっしょにあそんで」
といっているよ。ページをめくるとそこ
にいたのは？しかけをめくるたびにこ
わーいおばけがいっぱい！さあ、なかな
いでさいごまでよめるかな？

からかさおばけ・かっぱ・くちさけおん
な・おおかみおとこ・のっぺらぼう・・・。
おばけってこわいけど、ぼくもおばけに
なってみたらこわくなくなるかも。そうお
もっていちにちだけおばけになってみたお
とこのこ。おばけになってみると、すいえ
いでいちばんになったり、ゆきのなかでも
ポカポカだったり、おばけになるのもたの
しいみたいです。

移動図書館運行表：夏休み期間中、小学校の運行はお休みします！
曜日
第１月曜
第３月曜
8/7
8/21
第２月曜
第４月曜
8/14
8/28

地区
樋田

樋田

駐車地
上浜田住宅
麻野屋商店前
屋形郵便局前
下屋形恵良（新設）
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
１０：２０～１０：３０
１０：４０～１０：５５
１１：００～１１：１０
１１：２０～１１：３０
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

発行：本耶馬渓図書館（52-3033 本耶馬渓公民館１階）

曜日
第１水曜
第３水曜

地区
上津

8/2
8/16

第２水曜
第４水曜
8/9
8/23

東谷

樋田
西谷

駐車地
かえで（新設）
あんず（新設）
万千百園
羅漢下組
上津小学校
高齢者福祉センター
御祖神社前
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
１０：１５～１０：２５
１０：３０～１０：４５
１０：５０～１１：０５
１１：１０～１１：２０
１１：２５～１１：３５
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
平原地区（新設）
下筈林道入口

１４：３５～１４：４５
１４：５０～１５：００
１５：０５～１５：２０

JA中津下毛農協裏（倉庫前）

本耶馬渓図書館だより

Ｎｏ．２2（２０１７.9）

夏休みもあっという間に終わり、暦の上では秋がやってきました。
とはいえまだまだ暑い日が続きます。食べ物もおいしい季節です
ので、しっかり食べて体調を整えてくださいね。もちろん食べた
後の運動も忘れずに！ウォーキングの際はぜひ本耶馬渓図書館に
お立ちよりください。皆様のご来館をお待ちしております。

月をみながら一杯
満月から満月までを１か月と数える旧暦では毎月15日の月が満月ですが、十
五夜の月は1年で一番美しいとされ、「中秋の名月」といわれています。日本
には古くから満月の夜に農耕に関する祭りを行う習わしがあり、一般の人た
ちに伝わったお月見は、収穫の祭りという意味もありました。
「ぎょうじのえほん」ポプラ社より

2017年の中秋の名月は10月4日（水）
大人は月見酒などいかがでしょうか。

「ただいまから3分で
「おつまみBEST200」「大切な人と飲みたい
作れる!ビールのおつまみ」
とっておきのワインが
枻出版社
見つかる本」 小学館

日
3
10
17
24

♪9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

土
2
9
16
23
30

★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。

「完全版カクテル・
ハンドブック」
桑名 伸佐／監修

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）

『1・2・3色でほめられネイル』/595
『週末でつくる紙文具』/754.9
『子や孫にしばられない生き方』/159.6
『家族でつくる心地いい暮らし』/590
『カーサの猫村さん 4』/726.1
『切り紙でつくる恐竜図鑑』/754.9
『山口はるののかんたん!おいしい!美的創作
「豆腐」レシピ』/596.3

『おともだちできた？』/ＫE
『大迫力!恐竜・古生物大百科』/Ｋ457
『いえのおばけずかん』/K913
『どっちが強い!?カブトムシvs
クワガタムシ』/K486
『マジカル!あたる!こわ〜い心理テスト&
おまじない』/Ｋ140
『小説小学生のヒミツ 教室』/Ｋ913
『箱詰め名人の持ちよりベストレシピ』/596.4 『おこらせるくん』/KE

9月のおすすめえほん

「おつきみ」「おじいちゃん・おばあちゃん」の本です。

『おつきみおばけ』

『このあとどうしちゃおう 』
ヨシタケ シンスケ

せな けいこ
もりのなかにちいさなおばけがいました。お
つきみのよる、「あーんあーん、ママがいな
いよー」とないているちいさなうさぎちゃん
をなぐさめようと、しんせつなおばけちゃん
はおだんごにばけてやりました。ちいさなう
さぎちゃんはおおよろこび。おいしそうなお
だんごをかじってみようとして…。こころや
さしいおばけちゃんのおはなし。

こないだ、おじいちゃんがしんじゃった。
おじいちゃんのへやを、みんなでそうじし
ていたら、「このあとどうしちゃおう」と
かかれたノートがでてきた。そこには、
「じぶんがしょうらいしんだらどうなりた
いか、どうしてほしいか」が、いっぱいか
いてあって…。死んだらどうなる? どうし
たい? 生きてる間に考えよう!

移動図書館運行表
曜日
第１月曜
第３月曜
9/4
9/18
第２月曜
第４月曜
9/11
9/25

地区
樋田

樋田

駐車地
上浜田住宅
麻野屋商店前
屋形郵便局前
下屋形恵良（新設）
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
１０：２０～１０：３０
１０：４０～１０：５５
１１：００～１１：１０
１１：２０～１１：３０
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

発行：本耶馬渓図書館（52-3033 本耶馬渓公民館１階）

曜日
第１水曜
第３水曜

地区
上津

9/6
9/20

第２水曜
第４水曜
9/13
9/27

東谷

樋田
西谷

駐車地
かえで（新設）
あんず（新設）
万千百園
羅漢下組
上津小学校
高齢者福祉センター
御祖神社前
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
１０：１５～１０：２５
１０：３０～１０：４５
１０：５０～１１：０５
１１：１０～１１：２０
１１：２５～１１：３５
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
平原地区（新設）
下筈林道入口

１４：３５～１４：４５
１４：５０～１５：００
１５：０５～１５：２０

JA中津下毛農協裏（倉庫前）

本耶馬渓図書館だより

Ｎｏ．２３（２０１７.１０）

「食欲の秋」「芸術の秋」「スポーツの秋」など、いろんな「秋」が
ありますが、図書館はやっぱり「読書の秋」！
そこで、１０月４日～１１月29日まで、「図書館すごろく」
「雑誌・本の無料配布」「おすすめ本の木を実らせよう」などの
イベントを企画しています。
この機会にぜひ、図書館でたくさんの本を借りてくださいね♪

☆コミックエッセイの世界へようこそ☆
「コミックエッセイ」って知っていますか？日々の暮らし・旅・仕事など、主に作者が経験したこと
をもとにしたエッセイ漫画です。親しみやすいイラストで読みやすく、また、面白くて感動するこ
とも間違いなし！図書館入口そばに「コミックエッセイ」のコーナーを新設しています。良かったら
借りてみませんか？
たかぎなおこさん『お祭りばんざい』『ひとりぐらしシリーズ』など
ひとりぐらし・ひとり旅・マラソンなど、たかぎさんの実体験をほのぼのとしながら
も細やかなイラストでまとめているのが特徴です。読むときっとあなたもひとり旅や
マラソンを始めたくなるかも？よく登場する本の編集「かとうさん」にも注目です！

西原理恵子さん『毎日かあさん』など
「毎日かあさん」でおなじみの西原さん。2002年より毎日新聞にて連載されて
いましたが、先月出版された14巻にて終了しました。笑いあり、でも、胸を打たれる
話もたくさんあります。西原さんの2人のお子さん、現在16歳の娘さんが絶賛
反抗期中ですよ！

森下えみこさん『40歳になったことだし』『独りでできるもんシリーズ』など
もと「デパート勤務」の森下さん。デパートに勤務していた頃からの日常を面白
おかしく描いています。なんと森下さん、40歳を迎えてから上京しています！
その行動力や決断力も魅力です。

日
1
8
15
22
29
5

♪10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 1
2
3
6
7
8
9 10

土
7
14
21
28
4
11

★開館時間
…１０：００～１８：００
★カレンダーの黒い日は休館日です。
10/2（月）は図書整理休館日です。

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）

『育てにくい子は、挑発して伸ばす』
/379.9
『わたしの主人公はわたし』/498.3
『朝ごはんBEST200』/596
『ラーメンおいしくできるかな？』
/596.3
『ま・ごはん』/599.3
『遠い潮騒』/913.6
『やばい老人になろう』/914.6

『サイエンスコナン防災の不思議』
/Ｋ369
『落ち葉のふしぎ博物館』/Ｋ653
『1％ 7』/K913
『5年霊組こわいもの係4.5.6』/K913
『あそぶ！』/KE
『にんぎょうのおいしゃさん』/ＫE
『おててをぽん』/ＫE
『いっこさんこ』/KE

10月のおすすめえほん

「ハロウィン」のおはなしです。

『あくたれラルフのハロウィン』
ジャック・ガントス

『モリくんのハロウィンカー』
かんべ あやこ

ハロウィンパーティーにしょうたいさ
れたセイラとラルフ。セイラはラルフに、
ラルフはセイラにへんそうしてパー
ティーにいくことにしました。セイラの
ともだちもたくさんきています。なのに、
ラルフはいたずらばかりして、セイラの
ともだちから「かえってちょうだい」と
いわれてしまいました。ラルフはどう
なってしまうのでしょうか？

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、おうちをまわって
おかしをもらいます。ところが、みんなで
あつめたおかしを、ねずみのきょうだいた
ちが、うっかりたべてしまったのです！
がっかりしたみんなをみて、ねずみのきょ
うだいたちは・・・。

移動図書館運行表：祝日・第５週目は運休します。
曜日
第１月曜
第３月曜
10/16
第２月曜
第４月曜
10/23

地区
樋田

樋田

駐車地
上浜田住宅
麻野屋商店前
屋形郵便局前
下屋形恵良（新設）
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
１０：２０～１０：３０
１０：４０～１０：５５
１１：００～１１：１０
１１：２０～１１：３０
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

発行：本耶馬渓図書館（52-3033 本耶馬渓公民館１階）

曜日
第１水曜
第３水曜

地区
上津

10/4
10/18

第２水曜
第４水曜
10/11
10/25

東谷

樋田
西谷

駐車地
かえで（新設）
あんず（新設）
万千百園
羅漢下組
上津小学校
高齢者福祉センター
御祖神社前
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
１０：１５～１０：２５
１０：３０～１０：４５
１０：５０～１１：０５
１１：１０～１１：２０
１１：２５～１１：３５
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
平原地区（新設）
下筈林道入口

１４：３５～１４：４５
１４：５０～１５：００
１５：０５～１５：２０

JA中津下毛農協裏（倉庫前）

本耶馬渓図書館だより

Ｎｏ．２4（２０１７.１1）

今年も早いものであと２か月になりました。年を重ねるごとに
「あっという間の１年だったな」と感じることがありませんか？
この現象は「ジャネ―の法則」という心理学に基づくもので、年
齢と経験を重ねるごとに１年が短く感じるそうです。色々なこと
を知っていく子どもは大人の倍以上の１年を感じているんですね。

秋のおおきなおはなしかい
11月17日（金）10：30～
場所：本耶馬渓公民館和室
たのしいおはなしやび、手袋シアターやエプロンシアターもあります
よ！どなたでも参加できますので、ぜひ遊びにきてくださいね♪
育児サークル「かえで」
さんといっしょに
開催します！

すてきなプレゼント
も準備してお待ちし
ています

日
5
12
19
26
3

♪11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 29 30 1
4
5
6
7
8

土
4
11
18
25
2
9

★開館時間
…１０：００～１８：００
★カレンダーの黒い日は休館日です。
11/1（水）.30（木）は図書整理休館日です。

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）

『1日1つ、手放すだけ。好きなモノと
スッキリ暮らす』/590
『中国のことがマンガで3時間で
わかる本』/338.9
『しずく堂の編みもの時間』/594.3

『闇に浮かぶ呪いの影 学校の怖い話』
/Ｋ147
『縄文世界へタイムワープ』/Ｋ210
『おならまんざい』/KE
『へんしんまめまめ』/KC
『わかったさんのこんがりおやつ』
/K596
『ともだちのときちゃん』/Ｋ913
『はじめてのしんかんせん&
でんしゃだいずかん』/Ｋ536

『天然生活の京都案内』 /291.6
『ゆっくり気ままな老いじたく/367.7
『女の子が生きていくときに、覚えてい
てほしいこと』/914.6

11月のおすすめえほん

「おでかけ」のおはなしです。

『いただきバス 』
藤本 ともひこ

『つみつみでんしゃ 』
薫 くみこ

バスは、「おいしいりんごのたべられる
とことを、しってバス、しゅっぱつしバ
ス」と、みんなをのせてはしりだしまし
た。のをこえ、たにこえ、まちからまち
へ。ところが、がけっぷちで、たちおう
じょう。するとバスが「みんなで、ぼく
をくすぐってくださいバスか?」といいま
した。さてみんなは、ぶじ、もくてきち
につけたでしょうか。

おいしいものをみつけるたびにとまる「つ
みつみでんしゃ」。「おいそぎのところ、
もうしわけありません。くりひろいてい
しゃいたします」とアナウンスがながれる
と、みんなはわいわいでんしゃをおりて、
くりひろい。おおきなかごは、たちまちく
りでいっぱい。さあさあ、つんで。でん
しゃにつんで。つみつみでんしゃ、しゅっ
ぱつしんこう。

移動図書館運行表：祝日・第５週目は運休します。
曜日
第１月曜
第３月曜
11/6
11/20
第２月曜
第４月曜
11/13
11/27

地区
樋田

樋田

駐車地
上浜田住宅
麻野屋商店前
屋形郵便局前
下屋形恵良（新設）
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
１０：２０～１０：３０
１０：４０～１０：５５
１１：００～１１：１０
１１：２０～１１：３０
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

発行：本耶馬渓図書館（52-3033 本耶馬渓公民館１階）

曜日
第１水曜
第３水曜
11/15

地区
上津

第２水曜
第４水曜
11/8
11/22

東谷

樋田
西谷

駐車地
かえで（新設）
あんず（新設）
万千百園
羅漢下組
上津小学校
高齢者福祉センター
御祖神社前
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
１０：１５～１０：２５
１０：３０～１０：４５
１０：５０～１１：０５
１１：１０～１１：２０
１１：２５～１１：３５
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
平原地区（新設）
下筈林道入口

１４：３５～１４：４５
１４：５０～１５：００
１５：０５～１５：２０

JA中津下毛農協裏（倉庫前）

本耶馬渓図書館だより

Ｎｏ．２５（２０１７.１２）

12月といえばクリスマス！みなさんサンタさんにどんなプレゼントを
お願いしていますか？サンタさんが無事に来てくれるといいですね！
図書館でも、クリスマスツリーを飾っていますよ～♪
また、クリスマスにちなんだ絵本なども色々取り揃えています。
この時期にぜひ、たくさん借りてみてくださいね。
みなさまのご来館をお待ちしています！

☆2017年をふり返る☆
2017年もあともう少しで終わり。今年はみなさんどんな1年でしたか？本耶馬渓地区では
「やばけい遊覧」が日本遺産に認定！と嬉しいニュースがありました。他にも、九州北部豪雨や
ヒアリ騒動などもありました。そこで、今年にあったできごとを、いくつか本と
一緒に振り返りたいと思います。
☆1月 稀勢の里が横綱昇進！
1月場所で優勝し、日本出身力士としては19年ぶりの横綱になりました。3月場所では
右肩を負傷したものの奇跡の連覇を果たしました。しかし、その後はケガに苦しみ、11
月場所も途中休場となりました。🌼オススメ『行こう！大相撲観戦』/ナツメ社ほか

☆6月 将棋

藤井聡太四段29連勝！

14歳の藤井聡太四段が公式戦29連勝で将棋ブームが沸き起こりました。対局時の昼食や
藤井四段愛用の財布までも話題になりました。この頃引退した加藤一二三九段は、今も
テレビで見かけます。🌼オススメ『天才棋士降臨・藤井聡太』/日本将棋連盟ほか

☆10月 カズオ・イシグロ ノーベル文学賞受賞！
長崎市生まれの英国人作家カズオ・イシグロがノーベル文学賞を受賞しました。
『わたしを離さないで』は綾瀬はるか主演で連続ドラマにもなりました。
🌼オススメ『わたしを離さないで』『わたしたちが孤児だったころ』/早川書房ほか

2018年がみなさまにとって、
よい年でありますように！！
日
3
10
17
24
31

♪1２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
1
2
3
4
5

土
2
9
16
23
30
6

★開館時間
…１０：００～１８：００
★日・祝も6時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）

『東京みちくさ案内』/291.3
『薪ストーブの本』/528.2
『日本酒超入門』/588.5
『大人暮らしで見直した10のもの』
/590
『お母さんおやつ』/596.6
『かわいいポケット折り紙』/754.9
『居酒屋ぼったくり 8』/913.6
『月夜の散歩』/914.6

『大昔のヘンな生き物超百科』
/Ｋ457
『さわるな危険！毒のある生き物
超百科』/Ｋ481
『ノラネコぐんだんアイスのくに』/KE
『いそげ！きゅうきゅうしゃ』/KE
『ふりかけヘリコプター』/KE
『こなものがっこう』/ＫE
『がちょうのたんじょうび』/ＫE

12月のおすすめえほん

「クリスマス」のおはなしです。

『コアラのクリスマス』
渡辺 鉄太

『にんじゃサンタ』

ここは、もりのなかのどうぶつむら。
にほんとちがって、クリスマスはあつい
なつにやってきます。あるひ、コアラさ
んのところへサンタさんからてがみがき
ました。「ことしはあらしがひどくて、
どうぶつむらまでクリスマスのプレゼン
トをくばりにいけません」とかいていま
す！いったい、どうぶつむらのクリスマ
スはどうなってしまうのでしょうか？

にんじゃサンタたちは、まいにちみんなで
しゅぎょうちゅう！はしったり、とんだり、
みずのなかにもぐったりといっしょうけん
めいです。12がつ24にちのクリスマスイ
ブは、にんじゃサンタはぜんいんしゅうご
う。きがえて、ちずをみながらせつめいを
きいたあとに、いよいよしゅっぱつ。つい
に、にんじゃサンタのでばんです！

丸山 誠司

移動図書館運行表：祝日・第５週目は運休します。冬休み中、学校は運休します。
曜日
第１月曜
第３月曜
12/18

地区
樋田

第２月曜
第４月曜
12/11
12/25

樋田

駐車地
上浜田住宅
麻野屋商店前
屋形郵便局前
下屋形恵良（新設）
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
１０：２０～１０：３０
１０：４０～１０：５５
１１：００～１１：１０
１１：２０～１１：３０
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

発行：本耶馬渓図書館（52-3033 本耶馬渓公民館１階）

曜日
第１水曜
第３水曜

地区
上津

12/20

第２水曜
第４水曜
12/13
12/27

東谷

樋田
西谷

駐車地
かえで（新設）
あんず（新設）
万千百園
羅漢下組
上津小学校
高齢者福祉センター
御祖神社前
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
１０：１５～１０：２５
１０：３０～１０：４５
１０：５０～１１：０５
１１：１０～１１：２０
１１：２５～１１：３５
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
平原地区（新設）
下筈林道入口

１４：３５～１４：４５
１４：５０～１５：００
１５：０５～１５：２０

JA中津下毛農協裏（倉庫前）

本耶馬渓図書館だより

Ｎｏ．26（２０１8.１）

新しい年が始まりました。旧年中はたくさんのご利用、ありが
とうございました。本年も利用者の皆様が図書館にくるのが楽
しいと思っていただけるようなイベントを開催していきたいと
思います。皆様の１年が幸せでありますように！

おもちを食べよう
お正月は「歳神様（新しい年の神様）」を迎える大切な行事です。鏡餅は歳神様にお供
えする神聖な食べ物とされ、大小二つのお餅は「月」と「日」を表していると言われて
います。昔は神様にお供えしたお餅を食べることで、新たな命を授かると信じられてい
「十二支のおもちつき」 すとう あさえ／さく より

余ったお餅で、こんなアレンジはいかがですか？

「農家が教えるもち百珍」 「お雑煮マニアックス」
粕谷 浩子／[著]
農文協／編

日
7
14
21
28
4

♪1月のカレンダー♪
月 火 水 木 金
1
2
3
4
5
8
9 10 11 12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26
29 30 31 2/1 2
5
6
7
8
9

土
6
13
20
27
3
10

★開館時間
…１０：００～１８：００
★日・祝も6時まで開館しています。
★カレンダーの黒い日は休館日です。

「おもち」
入江 亮子／監修・料理

「春夏秋冬餅レシピ」
齋藤 宗厚／[著]

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）

『パソコンで困ったときに
開く本 2018』/007.6
『ずば抜けた結果の投資のプロだけが
気づいていること』/338.1
『bonとponふたりの暮らし』/589.2
『たのしいあんこの本』/596.6
『卒母のススメ』 /599.0
『おいしく実る!果樹の育て方』 /625
『ミステリークロック』/913.6

『なぞなぞMAXチャレンジ!3000問』
/Ｋ031
『本当に怖い話MAX∞逢魔ケ刻』/Ｋ147
『いきものがっかり超能力図鑑』/Ｋ481
『トミカ大集合 2018年版』/K507
『めちゃかわヘアが大集合!
ヘアアレンジ事典スペシャル』/K595
『オリンピックのおばけずかん』/K913
『ちいさなちいさなこおりのくに』/ＫE

1月のおすすめえほん

「おもち」のおはなしです。

『おもちのきもち 』
かがくい ひろし

『もちもちおもち』
庄司 三智子

おもちだって、いろいろなやみがあるんです。
きょうだいたちは、にんげんにたべられてしま
うし…。そこでわたくし「かがみもち」は、お
正月、とある決心をしました! ペッタン ペッタ
ン ビロン ビロン ビローン。ところが、いっ
しょうけんめい はしった かがみもちは おなか
がすいてしまったのです…。びっくり、めでた
い、驚愕の「おもちワールド」へ出発。おもち
つきが楽しみになる絵本です。

いろんなおもちがせいぞろい。どんなおもち
があるのでしょう。あんまいあんこをたっぷ
りつけて、あーんあんあんあんこもち。か
りっとやいたきりもちに、おしょうゆつけて
のりをまき、いそのかおりのいそべもち。
ふっくらやわらか、はれやかに、おもちをた
のしくしょうかいします。

移動図書館運行表：冬休み中、学校は運休します。
曜日
第１月曜
第３月曜
1/15

地区
樋田

第２月曜
第４月曜

樋田

1/22

駐車地
上浜田住宅
麻野屋商店前
屋形郵便局前
下屋形恵良（新設）
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
１０：２０～１０：３０
１０：４０～１０：５５
１１：００～１１：１０
１１：２０～１１：３０
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

発行：本耶馬渓図書館（52-3033 本耶馬渓公民館１階）

曜日
第１水曜
第３水曜

地区
上津

1/17

第２水曜
第４水曜
1/10
1/24

東谷

樋田
西谷

駐車地
かえで（新設）
あんず（新設）
万千百園
羅漢下組
上津小学校
高齢者福祉センター
御祖神社前
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
１０：１５～１０：２５
１０：３０～１０：４５
１０：５０～１１：０５
１１：１０～１１：２０
１１：２５～１１：３５
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
平原地区（新設）
下筈林道入口

１４：３５～１４：４５
１４：５０～１５：００
１５：０５～１５：２０

JA中津下毛農協裏（倉庫前）

本耶馬渓図書館だより

Ｎｏ．２７（２０１８.２）

２月といえばバレンタイン！チョコだけでなく、この機会にいろんな
お菓子を作って大切な人にプレゼントしてみませんか？
また、この時期は「こたつでみかん」がおいしい季節！「腕時計
みかん」や「シャンデリアみかん」など、楽しくみかんをむく本も
あるんですよ！バレンタインに関する本も、みかんの本も、ほかにも
色々揃えてみなさまのご来館をお待ちしています！

☆158回芥川・直木賞受賞作発表☆
158回芥川賞は石井遊佳さん『百年泥』若竹千佐子さん『おらおらひとりでいぐも』直木賞は
門井慶喜さん『銀河鉄道の父』が受賞しました。そこで今回はちょっと昔の受賞作をいくつか振り
返ってみたいと思います。懐かしい作品もいろいろ。あらためて読み返して
みませんか？
☆『きことわ』朝吹

真理子/144回（2010年下半期）芥川賞

「葉山の別荘でともに過ごした貴子と永遠子。ある夏突然断ち切られた二人の
時間が別荘の解体を前にして再び流れ始める・・・」朝吹さんは耶馬溪下郷出身の
実業家朝吹英二の玄孫にあたり、耶馬溪にもゆかりのあるかたです。

☆『下町ロケット』池井戸

潤/145回（2011年上半期）直木賞

「佃航平は宇宙工学研究の道を諦め、実家の町工場を継いでいたが経営は崖っぷち。
だが、そんな工場にロケット開発という思わぬチャンスが舞い降りて・・・」
「陸王」や「半沢直樹」でおなじみの池井戸さんは７年前、直木賞を受賞されました。

☆『蜩の記』葉室

麟/146回（2011年下半期）直木賞

「羽根藩の壇野庄三郎は、元郡奉行戸田秋谷のもとに遣わされる。幽閉中の秋谷は
不義密通の罪で家譜編纂と10年後の切腹を命じられていた。当時の事件の真相探求を
命じられていた庄三郎は・・・」葉室さんは50代でデビュー後、精力的に作品を
発表されていましたが、昨年末に66歳の若さで亡くなられました。

日
4
11
18
25
4

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

土
3
10
17
24
3
10

★開館時間
…１０：００～１８：００
★日・祝も6時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）

『暮らし上手のカラダ改善』/498.3
『小屋大全』/526
『ていねいなひとり暮らし』/590
『暮らしのつなぎかた』/590
『たのしいあんこの本』/596.6
『とことん収納』/597
『ひとりぐらしも極まれり』/726.1
『森家の討ち入り』/913.6
『こぽこぽ珈琲』/914.6

『新選組』 /Ｋ210
『実験対決㉖』/Ｋ407
『すごく危険な毒生物図鑑』/K481
『ジャングルのサバイバル⑥⑦』
/K786
『人間回収車②』/K913
『1％⑧』K913
『ミオととなりのマーメイド②』/Ｋ913
『ラッパのつぎはパンツ？』/ＫE

2月のおすすめえほん

「ふゆ」にまつわるおはなしです。

『みかんのめいさんち』
平田 昌広

『いろいろおふろはいり隊』
穂高 順也

しんせきのおじさんのうちは、みかん
のめいさんちです。まちじゅうみかんが
いっぱいで、あまくておいしいみかんが
たべられるところだそうです。いったい、
どんなところなのでしょうか？すいどう
から「みかんジュース」がでるのかな？
バースデーケーキはみかんがたくさん
のっているのかな？みんなもそうぞうし
てよんでみてね。

にんじん・じゃがいも・たまねぎ、わたし
たちは「おふろはいりたい」です。カレー
のおふろ、シチューのおふろ、みそしるの
おふろ、グラタンのおふ・・・いろんな
「おふろ」をしょうかいします。ほかほか
ああたかいおいしいたべものがたくさんで
てくるおはなしです。みんなはどれがたべ
たいかな？

移動図書館運行表：祝日・第５週目は運休します。
曜日
第１月曜
第３月曜
2/5
2/19
第２月曜
第４月曜
2/26

地区
樋田

樋田

駐車地
上浜田住宅
麻野屋商店前
屋形郵便局前
下屋形恵良（新設）
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
１０：２０～１０：３０
１０：４０～１０：５５
１１：００～１１：１０
１１：２０～１１：３０
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

地区
上津

2/7
2/21

第２水曜
第４水曜
2/14

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）

駐車地
かえで（新設）
あんず（新設）
万千百園
羅漢下組
上津小学校
高齢者福祉センター
御祖神社前
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
１０：１５～１０：２５
１０：３０～１０：４５
１０：５０～１１：０５
１１：１０～１１：２０
１１：２５～１１：３５
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
平原地区（新設）
下筈林道入口

１４：３５～１４：４５
１４：５０～１５：００
１５：０５～１５：２０

JA中津下毛農協裏（倉庫前）

本耶馬渓図書館だより

Ｎｏ．２8（２０１８.3）

厳しい寒さが過ぎ、ようやく暖かい季節になりましたね。2018年の大
分の桜の開花予想は3/24（土）となっています。例年に比べると
一足早い開花となりそうですね。
図書館から見る春の風景は言葉にあらわせないほど美しいです。皆さん
も是非お散歩がてら、図書館に本を借りにきませんか？

４月から本耶馬渓に新しい雑誌が入ります。
「レタスクラブ」（月刊：女性向け生活情報誌）
「ゆうゆう」（月刊：女性向け生活情報誌）
「リンネル」（月刊：女性向けファッション誌）
「レタスクラブ」（月刊：女性向け生活情報誌）
「ポップティーン」（月刊：中高生向けファッション誌）
「サライ」（月刊：主に男性向け趣味の雑誌）
「コドモエ」（隔月：子育て・絵本に関する雑誌）
「キャラぱふぇ」（隔月：子ども向け雑誌）
「NHKガッテン！」（季刊：健康情報誌）

３月号で終了します。

ご愛読ありがとう
ございました！

「週刊文春」「ソトコト」
「からだにいいこと」「サイタ」
「じゃらん」「やさいの時間」
※3月号で終了する雑誌は他の図書館から取寄せることができ
ます。ご希望の際はお気軽にお声かけください。

♪3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
4/1 2
3
4
5
6

土
3
10
17
24
31
7

★開館時間
…１０：００～１８：００
★日・祝も6時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）

『政府に尋問の筋これあり』/210.5
『暮らしのおへそ Vol.25』/590
『小さな暮らしのはじめ方』/590
『知識ゼロからのビットコイン・
仮想通貨入門』/596.6
『いちばんやさしい60代からの
iPhone 8/8 Plus/Ⅹ』/694.6
『西原理恵子』/726.1
『おちゃめに100歳!寂聴さん』/910.2

『イケカジなぼくら 1～11』 /Ｋ913
『たたかえ!仮面ライダー』/ＫE
『ばいきんまんとおかしな
バイキンじょう』/KE
『アガサ・クリスティー』/K930
『王女さまのお手紙つき 10』 /K913
『マンガ部オーバーヒート!』K913
『ラーメンこうばん』/ＫE

3月のおすすめえほん

『ドラえもんふしぎのヒストリー 1』/Ｋ210

「はる」にまつわるおはなしです。

『こねこのえんそく はるののはら 』
竹下 文子

『たんぽぽねこ』

おてんきのいい、はるのあさ。こねこのきょう
だい、えいたと、びいこと、しーちゃんは、げ
んきにえんそくにでかけます。かわぎしでさか
なつりをしたり、のはらではなのかんむりをつ
くったり…。おかあさんがつくってくれたおべ
んとうや、こかげでのおひるねなど、3びきの
こねこのたのしい１日のおはなし。そしてこね
こたちがおかあさんへ
あげたおみやげとは…？

たんぽぽの綿毛がふわふわ。まって、まっ
て、綿毛。あーあ、いっちゃった。そう
だ! 白ねこはいいことを考えた。たんぽぽ
の綿毛をいっぱい摘んで、ふとんに詰めて
…。すてきなふとんができました。ところ
が、かぜがふいてきたら、ふとんがきゅう
にあばれだし、まどからとびだしました。
わたげのふとんは、しろねこをのせ、ふわ
ふわそらをとんでいき…。

せな けいこ

移動図書館運行表：春休み期間中、学校への運行はお休みします。
曜日
第１月曜
第３月曜
3/5
3/19
第２月曜
第４月曜
3/12
3/26

地区
樋田

樋田

駐車地
上浜田住宅
麻野屋商店前
屋形郵便局前
下屋形恵良（新設）
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
１０：２０～１０：３０
１０：４０～１０：５５
１１：００～１１：１０
１１：２０～１１：３０
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

発行：本耶馬渓図書館（52-3033 本耶馬渓公民館１階）

曜日
第１水曜
第３水曜

地区
上津

3/7

第２水曜
第４水曜
3/14
3/28

東谷

樋田
西谷

駐車地
かえで（新設）
あんず（新設）
万千百園
羅漢下組
上津小学校
高齢者福祉センター
御祖神社前
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
１０：１５～１０：２５
１０：３０～１０：４５
１０：５０～１１：０５
１１：１０～１１：２０
１１：２５～１１：３５
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
平原地区（新設）
下筈林道入口

１４：３５～１４：４５
１４：５０～１５：００
１５：０５～１５：２０

JA中津下毛農協裏（倉庫前）

