
4月になりました。入園・入学おめでとうございます！
また、暖かくなり、外で過ごすのにも良い季節♪見上げてみれば
桜の花がきれいですね。足元に目を向けてみれば「よく見かける
けど、この小さな花の名前は何だろう？」と思う植物もいろいろ。
そんな時はぜひ図書館へ！「散歩で見かける野の花や野草」の本も
あるんですよ。お散歩ついでに図書館に寄り道しませんか？

　♪４月のカレンダー♪
日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 5/1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

★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。
　

本耶馬渓図書館だより Ｎｏ．２９（２０１８.４）

☆つかれた時は、ひとやすみ☕☆
入園・入学・引っ越し・新しい職場などなど、4月はドキドキワクワクがいっぱいの日々！でも、い

つもと違う毎日に意外と心が疲れているかも？そんな時は、時々のんびりおうちで本を読んで

みませんか？文字がいっぱいの小説以外にも、ぼーっとのんびり読める本も

いろいろ図書館にはありますよ！そんな本をいくつかご紹介します。

☆『おんなの窓 1～6』伊藤 理佐
主に雑誌「週刊文春」に連載しているひとこまマンガが中心でサクッと読めます。

楽しいだけでなく、心に染み入るような奥深い話も。3巻からは、伊藤さんと

結婚した漫画家の吉田戦車さんや、その後誕生した娘さんも登場します。

巻を重ねるごとにますますパワーアップして楽しい「おんなの窓」です。

☆『ほじくりストリートビュー』能町 みね子
「細すぎる道・行き止まり・急な坂道」など、東京を中心に、地図を見ながら

著者の能町さんが気になったスポットをひたすら訪ね歩く本です。東京って、

私たちにはどんな所か詳しくわかりませんが、行ったつもりで読んでみると、

妄想の世界が膨らむ１冊です。

☆『子どもと一緒に覚えたい道草の名前』稲垣 栄洋
よく見かける身近な道端の植物を、絵や写真とともに解説。また、草花を使った

遊び方や似た植物も紹介しています。散歩で出会った草花の名前を調べてみる

だけでなく、おうちでぼんやり「ふーん、こんな

草花もあるのねー」と眺めるのも楽しいかも？



移動図書館運行表：祝日・５週目は運休します。黄色の場所は新設です！
曜日 地区 曜日 地区

第１月曜 樋田 第１水曜 上津

第３月曜 第３水曜

4/2 4/4
4/16 4/18

第２月曜 樋田

第４月曜

4/9

4/23

第２水曜 東谷

第４水曜

4/11
4/25

樋田

西谷

八千代保育園 １３：３０～１３：４５

下曽木市営住宅 １４：０５～１４：１５

１３：５０～１４：００

駐車地 予定時間

上浜田住宅 １０：２０～１０：３０

中島バス停前 １１：００～１１：１０

屋形郵便局前 １１：００～１１：１０

麻野屋商店前 １０：４０～１０：５５

クワバラ理容店付近 １１：１５～１１：３０

下屋形恵良 １１：２０～１１：３０

多志田ゲートボール場前 １０：４５～１０：５５

冠石野お堂の前 １０：３０～１０：４０

洞門の郷 １４：２０～１４：３５

兎洞電気

かえで

下筈林道入口 １５：０５～１５：２０

高齢者福祉センター

西谷温泉下

樋田小学校

１１：３０～１１：４０

羅漢下組 １１：２５～１１：３５

平原地区 １４：５０～１５：００

桧木地区

小野商店前

１３：００～１３：４０

１４：３５～１４：４５

１４：００～１４：１５

１４：２０～１４：３０西谷郵便局前

駐車地 予定時間

JA中津下毛農協裏（倉庫前） １０：１５～１０：２５

東谷地区老人憩いの家 １１：１５～１１：２５

１３：４５～１４：００

生活支援ハウス本耶馬渓 １４：５０～１５：０５

大田商店前 １１：００～１１：１０

あんず １０：５０～１１：０５

万千百園 １１：１０～１１：２０

１０：３０～１０：４５

１３：００～１３：４０上津小学校

御祖神社前 １４：０５～１４：２０

折元神社 １４：３０～１４：４０

東谷つばき地区 １０：４０～１０：５５

発行：本耶馬渓図書館（52-3033 本耶馬渓公民館１階）

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！

4月のおすすめえほん 「たべもの」にまつわるおはなしです。

♪おとなの本♪（数字は背ラベルの番号です）

『福岡穴場観光』/291.9

『永田町アホばか列伝』/312.1

『若杉ばあちゃんのよもぎの力』/498
『セカンドライフ、はじめてみました』/590

『タオルでつくりたいもの』/593.3

『農家が教える梅づくし』/596.3

『聴くと聞こえる』/911.5 

『完パケ！』/913.6

『定年オヤジ改造計画』/913.6

♪こどもの本♪（数字は背ラベルの番号です）

『日本史探偵コナン 11』 /Ｋ210

『手話教室』/Ｋ378

『戦う危険生物大百科』/K480

『こどもの休日クッキングシリーズ』

/K596

『妖怪一家の温泉ツアー』/K913

『おるすばんのぼうけん』/K913

『おはなみくまちゃん』KE

『じゃぶじゃぶじゃぐちくん』/ＫE

『マロンちゃん カレーつくって

みよう！』 西村 敏雄
「おおきくなったら、レストランのシェ

フになっていろんなりょうりをつくりた

いな」とこいぬのマロンちゃんがいいま

した。「おりょうりっていいね！なんだ

かおなかがへってきたよ」とオジーさん

がいいました。そこで、マロンちゃんと

オジーさんはいっしょにカレーをつくる

ことにしました。さて、おいしくカレー

はできるかな？

『ねこのおすしやさん』

鈴木 まもる
「いつもおすしがたべたい」とおもってい

たねこたちのところへ、さかなのかたちを

したくるまにのった、おすしやさんがやっ

てきました。マグロ・タコ・イクラなど、

ねこたちはおなかいっぱいおすしをたべて、

だいまんぞく。しかし、ねこたちはおかね

をもっていなかったのです！いったいどう

なってしまうのでしょうか？



　♪５月のカレンダー♪
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 6/1 2
3 4 5 6 7 8 9

★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。
　

本耶馬渓図書館だより Ｎｏ．30（２０１８.5）

5月の第2日曜日は母の日です。日頃の感謝を込めて大切な人に、お花

を贈る人も多いでしょう。カーネーションですが、色によって花言葉が

変わります。赤色は「母への愛」ですが、深い赤色になると「私の心に

哀しみを」と、まったく違う意味になります。オレンジ色は「熱烈な

愛」ですので、どちらかというと恋人に贈る花かもしれませんね。花言

葉が気になった方、是非図書館で調べてみませんか？

春の読書週間イベント

★さくらのはなを咲かせよう！

本をかりて「さくらのスタンプ」をあつめま

しょう。さくらが５個たまったらプレゼン

ト！オリジナルの木を完成させてください！

4/14（土）～5/30（水）

5/26（土）

AM10：30～（30分程度）

★はるのおおきなおはなしかい

パネルシアターや手袋シアターなど

の楽しいおはなし、歌あそびなどが

たくさんありますよ。ぜひ遊びにき

てくださいね。おみやげも準備して

おまちしています！

※どなたでもご参加いただけます。

今回は土曜日の

開催となります。

期間中は読書

カードポイント

２倍！



移動図書館運行表：祝日・５週目は運休します。黄色の場所は新設です！
曜日 地区 曜日 地区

第１月曜 樋田 第１水曜 上津

第３月曜 第３水曜

5/7

5/21 5/16

第２月曜 樋田

第４月曜

5/14

5/28

第２水曜 東谷

第４水曜

5/9
5/23

樋田

西谷

八千代保育園 １３：３０～１３：４５

下曽木市営住宅 １４：０５～１４：１５

１３：５０～１４：００

駐車地 予定時間

上浜田住宅 １０：２０～１０：３０

中島バス停前 １１：００～１１：１０

屋形郵便局前 １１：００～１１：１０

麻野屋商店前 １０：４０～１０：５５

クワバラ理容店付近 １１：１５～１１：３０

下屋形恵良 １１：２０～１１：３０

多志田ゲートボール場前 １０：４５～１０：５５

冠石野お堂の前 １０：３０～１０：４０

洞門の郷 １４：２０～１４：３５

兎洞電気

かえで

下筈林道入口 １５：０５～１５：２０

高齢者福祉センター

西谷温泉下

樋田小学校

１１：３０～１１：４０

羅漢下組 １１：２５～１１：３５

平原地区 １４：５０～１５：００

桧木地区

小野商店前

１３：００～１３：４０

１４：３５～１４：４５

１４：００～１４：１５

１４：２０～１４：３０西谷郵便局前

駐車地 予定時間

JA中津下毛農協裏（倉庫前） １０：１５～１０：２５

東谷地区老人憩いの家 １１：１５～１１：２５

１３：４５～１４：００

生活支援ハウス本耶馬渓 １４：５０～１５：０５

大田商店前 １１：００～１１：１０

あんず １０：５０～１１：０５

万千百園 １１：１０～１１：２０

１０：３０～１０：４５

１３：００～１３：４０上津小学校

御祖神社前 １４：０５～１４：２０

折元神社 １４：３０～１４：４０

東谷つばき地区 １０：４０～１０：５５

発行：本耶馬渓図書館（52-3033 本耶馬渓公民館１階）

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！

5月のおすすめえほん 「えんそく」にまつわるおはなしです。

♪おとなの本♪（数字は背ラベルの番号です）

『九州のおいしい道の駅&SA・PA』/291.9

『九州山歩きガイド』/291.9
『くびれる１日10回スクワット』/595.6

『つくおきのじみべん』/596.4

『お互い40代婚』/726.1

『ワールド・モン』/748
『ゼロから分かる!図解落語入門』/779.1

『スイート・ホーム』/913.6

『キクコさんのつぶやき』/914.6

♪こどもの本♪（数字は背ラベルの番号です）

『本当に怖い話MAX∞絶望教室』/Ｋ147

『ドクター・ヨッシーのほねほ

ザウルス恐竜博物館 1』/K480
『13歳は怖い 新学期の落とし穴』/K913

『おばけのポーちゃん 7』/K913

『ぎょうれつのできるチョコレート

やさん』/KE

『恐竜えほんスピノサウルス』KE

『リメンバー・ミー』/ＫE

『やさいのえんそくおおさわぎ 』

さくら ともこ
『ぼくらちきゅうじんだいひょう! 』

くすのき しげのり
おひさまひかるあおいそら。たまねぎ

えんのこどもたち。リュックをしょって

やってきた。ピーマン、にんじん、きゅ

うりくんたち、みんなバスにのったかな。

バスをおりたらみんなでのぼろうたかい

山。お山のてっぺんで、おべんとう。

たまねぎせんせいのおむすびが

ごろごろころがり、さぁたいへん。

せんせいとみんなは、いけまでいき…。

きょうは、まちにまったえんそく。せんせ

いが、ほかのほしからきたうちゅうじんが、

みているかもしれないから、「ちきゅうじ

んだいひょう」のつもりでこうどうしてく

ださいといった。おみせのけんがくのとき

も、どうろをあるくときも、「ちきゅうじ

んだいひょう」のつもりでこうどうしてい

たら、ほんとうに

うちゅうじんにであって…!?





6月になり、梅雨入りするのも間もなく。カラッと晴れずに憂鬱な
日々になりますね。でも、外で過ごせない時こそ、図書館でいろんな
本を借りてみませんか？小説だけでなく、料理本や、写真やイラスト
が多くて読みやすい本もたくさんあります！絵本など、お子さま
向けの本も、もちろんありますよ！！この機会に図書館へ足を運んで
みませんか？ご来館をお待ちしています♪

　♪６月のカレンダー♪
日 月 火 水 木 金 土

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
7/1 2 3 4 5 6 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。
　

本耶馬渓図書館だより Ｎｏ．３１（２０１８.６）

🌼梅雨だからこそ、そうじ・片づけ🌼
梅雨がやってくると思うと、なんだか憂鬱ですね。でも、この時期は湿気で汚れが緩んでいるの

で、掃除をするのに最適なんだとか。おうちにいる時間が増えるこのタイミングでおうちの掃除

や片づけをしてみるのはどうですか？そこで今月は掃除や片づけの本をいくつ

かご紹介します。掃除を始める前に、まずは図書館にレッツゴー！

☆『心地いい毎日を作る私の掃除術』/宝島社
薬膳研究家の山田奈美さんやお米農家の山崎瑞弥さんなど、「天然生活」などの

暮らしまわりの本で人気の方々の掃除術を紹介しています。時には手間と

時間をかけて、時には手早く手軽に・・・。その先には、自分や家族がゆっ

たりと安らげる暮らしがあるはず！

☆『子供とペットとスッキリ暮らす掃除術』/東 いづみ
子ども3人プラス猫4匹と暮らす東さん。毎日家中ぐちゃぐちゃになるのに、

最小限の手間と道具でいつでもピカピカにリセットできるのだとか。そんな

東さんの掃除の秘訣を写真とともに紹介します。時々出てくる猫たちも、

おすすめポイントです！

☆『お片づけ 暮らし上手の知恵袋シリーズ』/エイ出版社
「美しく整った家に住みたい」そう思っても、毎日慌ただしくて散らかりがち。

整理整頓のポイントや簡単な収納作りなどを紹介します。「整理整頓が行き届き、

清潔で美しい家に住むのはそんなに難しくない」

そんなふうに思ってもらえるはずです。



移動図書館運行表：祝日・５週目は運休します。黄色の場所は新設です！
曜日 地区 曜日 地区

第１月曜 樋田 第１水曜 上津

第３月曜 第３水曜

6/4 6/6
6/18 6/20

第２月曜 樋田

第４月曜

6/11

6/25

第２水曜 東谷

第４水曜

6/13
6/27

樋田

西谷

駐車地 予定時間

JA中津下毛農協裏（倉庫前） １０：１５～１０：２５

東谷地区老人憩いの家 １１：１５～１１：２５

１３：４５～１４：００

生活支援ハウス本耶馬渓 １４：５０～１５：０５

大田商店前 １１：００～１１：１０

あんず １０：５０～１１：０５

万千百園 １１：１０～１１：２０

１０：３０～１０：４５

１３：００～１３：４０上津小学校

御祖神社前 １４：０５～１４：２０

折元神社 １４：３０～１４：４０

東谷つばき地区 １０：４０～１０：５５

かえで

下筈林道入口 １５：０５～１５：２０

高齢者福祉センター

西谷温泉下

樋田小学校

１１：３０～１１：４０

羅漢下組 １１：２５～１１：３５

平原地区 １４：５０～１５：００

桧木地区

小野商店前

１３：００～１３：４０

１４：３５～１４：４５

１４：００～１４：１５

１４：２０～１４：３０西谷郵便局前

洞門の郷 １４：２０～１４：３５

兎洞電気

八千代保育園 １３：３０～１３：４５

下曽木市営住宅 １４：０５～１４：１５

１３：５０～１４：００

駐車地 予定時間

上浜田住宅 １０：２０～１０：３０

中島バス停前 １１：００～１１：１０

屋形郵便局前 １１：００～１１：１０

麻野屋商店前 １０：４０～１０：５５

クワバラ理容店付近 １１：１５～１１：３０

下屋形恵良 １１：２０～１１：３０

多志田ゲートボール場前 １０：４５～１０：５５

冠石野お堂の前 １０：３０～１０：４０

発行：本耶馬渓図書館（52-3033 本耶馬渓公民館１階）

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！

６月のおすすめえほん 「あめ」にまつわるおはなしです。

♪おとなの本♪（数字は背ラベルの番号です）

『官僚とマスコミは嘘ばかり』/312.1

『大人のおしゃれ手帖』/589.2

『キャベツ上手に使いきり』/596.3

『本日晴天お片づけ』/597.5

『住まいと暮らしのサイズダウン』/597

『美術館へ行こう』/706.1

『食堂メッシタ』/913.6

『さざなみのよる』/913.6

『三千円の使いかた』/913.6

♪こどもの本♪（数字は背ラベルの番号です）

『うわさの怪談タタリ』 /Ｋ147

『有害物質のサバイバル』/Ｋ519

『プチかわいいおさいほうこもの』

/K594

『しずくちゃん30』/K726

『ティンクルセボンスター』 /K913

『タヌタヌ探偵』/K913

『どんなくるま？』KE

『にゅうしちゃん』/ＫE

『くすのきだんちのあめのひ』

武鹿 悦子
くすのきだんちにあめがふって、かえる

はおおよろこびでピクニックにでかけま

した。かんりにんのもぐは、そとのそう

じができなくてたいくつです。かけすの

いえでは、そとであそべないこどもたち

がごきげんななめです・・・。くすのき

だんちのじゅうにんたちの、あめのひの

すごしかたをちょっとのぞいてみてみま

しょう！

『カエルのおでかけ』

高畠 那生
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

とってもいいてんきだ！」とおおよろこ

び！かさもささずにじてんしゃにのったカ

エルは、おみせでカツバーガーをかって、

こうえんへ。プールみたいになったこうえ

んでピクニックをはじめますが・・・。カ

エルはぶじにピクニックができるのでしょ

うか？



　♪７月のカレンダー♪
日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 8/1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

★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。
　

本耶馬渓図書館だより Ｎｏ．３2（２０１８.7）

4/14（土）10：00から

もうすぐ楽しい夏休みですね。図書館には旅行の計画にも、夏休み

の宿題にも参考になる本がたくさんありますので是非お立ち寄りく

ださい！さらに夏休み期間中は「としょかんビンゴ」「おばけあつ

め」などの楽しいイベントも開催しています。お友だちと、ご家族

と遊びにきてくださいね。皆様のご来館をお待ちしております。

暑い夏にひんやり…
江戸時代の人々は暑い夏の夜、みんなで集まって怪談噺を

することで夏の暑さを和らげていたようです。

怪談を100話語り終えると怪が起こると信じられていたので、

99話まで話して朝を待つ…というスタイルだったようですね。

皆さんもこの夏、ちょっとだけひんやりしてみませんか？

『英国の幽霊伝説』
シャーン・エヴァンズ／著

『鬼談百景』
小野 不由美／著

『九州であった怖い話』
濱 幸成／著

『美しい世界の廃墟』
MdN編集部／編



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 地区 曜日 地区

第１月曜 樋田 第１水曜 上津

第３月曜 第３水曜

※ 7/4
※ 7/18

第２月曜 樋田

第４月曜

7/9

7/23

第２水曜 東谷

第４水曜

7/11
7/25

樋田

西谷

駐車地 予定時間

JA中津下毛農協裏（倉庫前） １０：１５～１０：２５

東谷地区老人憩いの家 １１：１５～１１：２５

１３：４５～１４：００

生活支援ハウス本耶馬渓 １４：５０～１５：０５

大田商店前 １１：００～１１：１０

あんず １０：５０～１１：０５

万千百園 １１：１０～１１：２０

１０：３０～１０：４５

１３：００～１３：４０上津小学校

御祖神社前 １４：０５～１４：２０

折元神社 １４：３０～１４：４０

東谷つばき地区 １０：４０～１０：５５

かえで

下筈林道入口 １５：０５～１５：２０

高齢者福祉センター

西谷温泉下

樋田小学校

１１：３０～１１：４０

羅漢下組 １１：２５～１１：３５

平原地区 １４：５０～１５：００

桧木地区

小野商店前

１３：００～１３：４０

１４：３５～１４：４５

１４：００～１４：１５

１４：２０～１４：３０西谷郵便局前

洞門の郷 １４：２０～１４：３５

兎洞電気

八千代保育園 １３：３０～１３：４５

下曽木市営住宅 １４：０５～１４：１５

１３：５０～１４：００

駐車地 予定時間

上浜田住宅 １０：２０～１０：３０

中島バス停前 １１：００～１１：１０

屋形郵便局前 １１：００～１１：１０

麻野屋商店前 １０：４０～１０：５５

クワバラ理容店付近 １１：１５～１１：３０

下屋形恵良 １１：２０～１１：３０

多志田ゲートボール場前 １０：４５～１０：５５

冠石野お堂の前 １０：３０～１０：４０

発行：本耶馬渓図書館（52-3033 本耶馬渓公民館１階）

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！

7月のおすすめえほん 「アイスクリーム」にまつわるおはなしです。

♪おとなの本♪（数字は背ラベルの番号です）

『病院というヘンテコな場所が教えてく

れたコト。』/498.1

『自分で直せば断然お得!身のまわりの修

理の教科書』/597

『着心地のよい、暮らしの服』/593.3

『迷わず書けるメール術』/670

『昭和の終着駅 九州篇』/686.2

『織江緋之介見参』1～7巻/913.6

『若旦那のひざまくら』/913.6

♪こどもの本♪（数字は背ラベルの番号です）

『ミラクルガール相談室女の子の

トリセツ』/K159

『ざんねんないきもの事典 続々』/

Ｋ480

『へんなおさかな』/K487

『衝撃ミステリーファイル 』1～5巻

/K487 他

『滞空型キッズおり紙ヒコーキ』/K754

『すみっコぐらしまちがいさがし』/ＫE

『シロクマくつやすてきななつやすみ 』

おおで ゆかこ

『くまさんアイス 』

とりごえ まり

シロクマくつやは、きょうからなつやすみ。

かいすいよくにいくシロクマいっかのおめ

あては、アイスクリームやさん。もりのと

もだちにもたべさせてあげたいけど、

みんなみずがにがてでうみにきません。

シロクマおとうさんは、

アイスクリームやさんにたのまれて、

およげないひとも、うみを

たのしめるくつをつくることに…。

こぶたのプリンくんは、まちまでアイスク

リームをかいに行きました。きょうは、お

ともだちがうちにくるのです。アイスを10

こ、かいました。そのかえりみちには、

ケーキやさんもパンやさんもありましたが、

プリンくんはほかにはなにもかわないで

かえりました。ところが、いえにつくと、

アイスはすっかりとけてしまって

いたではありませんか。

※第１月曜…図書館休館日の為

※第３月曜…祝日の為 運行はありません。



夏休みまっただなか！おでかけしたり、遊んだり、楽しい日々が
続きますね。ずっと夏休みだったらうれしいですよね～♪そんな
おでかけや遊びの合間に図書館に足を運んでみませんか？本を借りる
だけでなく、エアコンが効いているので、夏休みの宿題をするのにも
最適！また、夏休みのイベントも開催中です！本耶馬渓にお住いの
かたも、そうでないかたも、たくさんのご来館をお待ちしています！

　♪８月のカレンダー♪
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 26
26 27 28 29 30 31 9/1
2 3 4 5 6 7 8

★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。
　

本耶馬渓図書館だより Ｎｏ．３３（２０１８.８）

🌼夏を楽しく快適に過ごそう🌼
猛暑日が続くなど、年々夏が暑くなっています。冷房を使わなければこの夏を乗り切れそうに

ありませんが、逆に冷房の使い過ぎで体調を崩すこともあり、バランスをとるのが難しいですね。

そこで今月は、夏を少しでも楽しく快適に過ごせるような本をいくつかご紹介します！まだまだ

暑い日々が続きますが、そんな毎日の参考になれるとうれしいです。

☆『夏を涼しく暮らす188のルール』/エクスナレッジ
「食」かしこく食べて暑さを乗り切る！「医」夏に強い体を作る！「衣」夏向き

の衣服で熱を逃がす！「住」住まいを見直して涼を得る！この4つの観点から、

夏を快適に過ごすためのアイデアを紹介しています。そんなに無理をしなくても

ちょっとの工夫で快適に過ごせる方法が色々盛りだくさんです。

☆『みんなの手作りステテコ』/ブティック社
昔はおじさんが穿いているイメージでしたが、最近では老若男女問わず夏に

ピッタリなステテコ！生地の素材や模様を工夫すれば、ちょっとしたお出かけにも

大丈夫なステテコも作れるんですよ！ミシンがあれば、ダーッと短時間で作れる

ので、この夏、あなただけのステテコを作ってみませんか？

☆『おじいちゃんの暮らしワザ450』/宝島社
夏といえば、キャンプや登山や海水浴など、アウトドアがいちばん楽しい季節

です。楽しいことがいっぱいある反面、水・雨・火・虫など危険もたくさん。

昔の人、特におじいちゃんは、こうしたものの対処法に詳しいのです。そんな

おじいちゃんの暮らしワザを紹介しています！



移動図書館運行表：休館日・祝日・５週目は運休します。また、夏休み中、小学校は運休します。
曜日 地区 曜日 地区

第１月曜 樋田 第１水曜 上津

第３月曜 第３水曜

8/6 8/15
8/20

第２月曜 樋田

第４月曜

8/13

8/27

第２水曜 東谷

第４水曜

8/8
8/22

樋田

西谷

駐車地 予定時間

JA中津下毛農協裏（倉庫前） １０：１５～１０：２５

東谷地区老人憩いの家 １１：１５～１１：２５

１３：４５～１４：００

生活支援ハウス本耶馬渓 １４：５０～１５：０５

大田商店前 １１：００～１１：１０

あんず １０：５０～１１：０５

万千百園 １１：１０～１１：２０

１０：３０～１０：４５

１３：００～１３：４０上津小学校

御祖神社前 １４：０５～１４：２０

折元神社 １４：３０～１４：４０

東谷つばき地区 １０：４０～１０：５５

かえで

下筈林道入口 １５：０５～１５：２０

高齢者福祉センター

西谷温泉下

樋田小学校

１１：３０～１１：４０

羅漢下組 １１：２５～１１：３５

平原地区 １４：５０～１５：００

桧木地区

小野商店前

１３：００～１３：４０

１４：３５～１４：４５

１４：００～１４：１５

１４：２０～１４：３０西谷郵便局前

洞門の郷 １４：２０～１４：３５

兎洞電気

八千代保育園 １３：３０～１３：４５

下曽木市営住宅 １４：０５～１４：１５

１３：５０～１４：００

駐車地 予定時間

上浜田住宅 １０：２０～１０：３０

中島バス停前 １１：００～１１：１０

屋形郵便局前 １１：００～１１：１０

麻野屋商店前 １０：４０～１０：５５

クワバラ理容店付近 １１：１５～１１：３０

下屋形恵良 １１：２０～１１：３０

多志田ゲートボール場前 １０：４５～１０：５５

冠石野お堂の前 １０：３０～１０：４０

発行：本耶馬渓図書館（52-3033 本耶馬渓公民館１階）

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！

８月のおすすめえほん 「こわーいはなし」です。

♪おとなの本♪（数字は背ラベルの番号です）

『青春18きっぷの教科書』/291

『るるぶ広島宮島’19』/291.7

『九州キャンプNAVI』/291.9

『まめ旅ｉｎハワイ』/297.6

『50歳からの暮らしの整え方』/590

『育児ってこんなに笑えるんや』/599

『ハタからみると、凪日記』/779.9

『スタンドアップ！』/913.6

『さしすせその女たち』/913.6

♪こどもの本♪（数字は背ラベルの番号です）

『ネットで見つけた怖い話超百科』

/Ｋ147

『篤姫』/Ｋ289

『加納治五郎』/K789
『妖怪いじわるスマートフォン』/K913

『いみちぇん×1％』/K913

『ぼくの声が消えないうちに』/K913

『ペンギンクルーズ』KE

『ようかいえんのばけくらべ』/ＫE

『きもだめし』

新井 洋行
さあ、きもだめしをはじめるよ！でもね、

なくこはよんじゃだめ！「しくしくしく、

おねがいがあるの」とだれかがいってい

ます。いったいだれがいっているのか

な？つぎは「ぼくといっしょにあそんで

くれる？」とだれかがいっています？だ

れがいっているのかな？こわーいおばけ

がたくさんでてくるけど、みんななかな

いでさいごまでよめるかな？

『レンタルおばけのレストラン』

宮本 えつよし
やまおくのおてらに、おしょうさんがすん

でいました。たくさんのおばけたちもいっ

しょにすんでいましたが、おしょうさんの

じゃまばかりしています。とうとう、お

しょうさんにおこられ、おばけたちはおい

だされてしまいました。おばけたちは、お

しょうさんにゆるしてもらおうと「レンタ

ルおばけ」のしごとをはじめるのです

が・・・。



　♪9月のカレンダー♪
日 月 火 水 木 金 土

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
★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。
　

本耶馬渓図書館だより Ｎｏ．３４（２０１８.９）

4/14（土）10：00から

今年の夏休みも近隣・遠方問わずたくさんの方にご来館頂き、本当

にありがとうございました。おばけさがしなどのイベントに参加し

てくれたこと、朝から一生懸命宿題をしていた姿、わたしたち図書

館員にとってもいい夏の思い出になりました。是非また図書館に遊

びにきてくださいね。

９月１７日は敬老の日
長寿を祝う風習が日本で広まったのは平安時代。中国の儒教には

長寿を尊ぶ思想がありました。その思想から、唐時代末期から

宋時代には長寿を祝う詩を贈ることが流行しました。

これが日本につたわり平安時代にはじめておこなわれました。

老いをスパッと切る、80代～90代の人たちの本です。是非ご一読ください。

「日本の伝統文化・芸能事典」

日本文化いろは事典プロジェクトスタッフ／著 汐文社 より

「キクコさんのつぶやき」
溝井 喜久子／著

「人生は、いくつになって

も素晴らしい」
ダフネ・セルフ／著

「99歳、ひとりを生きる。

ケタ外れの好奇心で」
堀 文子／著



移動図書館運行表：祝日・５週目は運休します。黄色の場所は新設です！
曜日 地区 曜日 地区

第１月曜 樋田 第１水曜 上津

第３月曜 第３水曜

9/3 9/5
9/19

第２月曜 樋田

第４月曜

9/10

第２水曜 東谷

第４水曜

9/12
9/26

樋田

西谷

駐車地 予定時間

JA中津下毛農協裏（倉庫前） １０：１５～１０：２５

東谷地区老人憩いの家 １１：１５～１１：２５

１３：４５～１４：００

生活支援ハウス本耶馬渓 １４：５０～１５：０５

大田商店前 １１：００～１１：１０

あんず １０：５０～１１：０５

万千百園 １１：１０～１１：２０

１０：３０～１０：４５

１３：００～１３：４０上津小学校

御祖神社前 １４：０５～１４：２０

折元神社 １４：３０～１４：４０

東谷つばき地区 １０：４０～１０：５５

かえで

下筈林道入口 １５：０５～１５：２０

高齢者福祉センター

西谷温泉下

樋田小学校

１１：３０～１１：４０

羅漢下組 １１：２５～１１：３５

平原地区 １４：５０～１５：００

桧木地区

小野商店前

１３：００～１３：４０

１４：３５～１４：４５

１４：００～１４：１５

１４：２０～１４：３０西谷郵便局前

洞門の郷 １４：２０～１４：３５

兎洞電気

八千代保育園 １３：３０～１３：４５

下曽木市営住宅 １４：０５～１４：１５

１３：５０～１４：００

駐車地 予定時間

上浜田住宅 １０：２０～１０：３０

中島バス停前 １１：００～１１：１０

屋形郵便局前 １１：００～１１：１０

麻野屋商店前 １０：４０～１０：５５

クワバラ理容店付近 １１：１５～１１：３０

下屋形恵良 １１：２０～１１：３０

多志田ゲートボール場前 １０：４５～１０：５５

冠石野お堂の前 １０：３０～１０：４０

発行：本耶馬渓図書館（52-3033 本耶馬渓公民館１階）

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！

9月のおすすめえほん 「いぬ・ネコ」にまつわるおはなしです。

♪おとなの本♪（数字は背ラベルの番号です）

『あの頃の自分にガツンと言いたい』/159

『も〜っとずぼらヨガ』/498.3
『主婦力ゼロからのやってみた家事』/590

『柴犬テツとこま のほほんな暮らし』

/670
『農家が教える軽トラ&バックホー』/686.2

『阿佐ケ谷姉妹ののほほんふたり暮らし』

/779.1

『咳をしても一人と一匹』/914.6ム

♪こどもの本♪（数字は背ラベルの番号です）

『ミラクルきょうふ!怖いストーリー

MEGA幕開け』/K147

『やりすぎ恐竜図鑑』/K457

『ハムスターがおうちにやってきた!』

/Ｋ645

『こうえんのおばけずかん』/K913

『トムとジェリーをさがせ!まほう!にんぽ

う!ミラクルたいけつ』/KE

『ポコポコゼリー』/ ＫE

『ぼくのなまえはダメ! 』

マルタ・アルテス／さく

『ルッキオとフリフリ おおきなスイカ』

庄野 ナホコ／さく

ぼくはとってもおりこうさん。あんまりお

りこうさんだから、かぞくはしょっちゅう

ぼくのなまえをよぶんだよ。はやくたどり

つけるように、いそいではしるときや、み

んながたべてもだいじょうぶかどうか、

しょくじのまえにおあじみしたときとか、

かぞくはぼくのなまえをよぶんだよ。

「ダメ!」って。でもぼくのくびわには

ちがうなまえが…。

ねこのルッキオとフリフリは、にわでおお

きなスイカをみつけました。スイカをうっ

たら、あこがれのマグロがかえるとおもっ

たふたりは、うみべまではこんで、おきゃ

くさんがくるのをまちました。スイカをみ

ていくひとはたくさんいましたが、ほしい

というひとはだれもいなくて…。



夜がだんだん長くなるこの時期、みなさん夜は何をして過ごしていますか？
退屈な時におすすめなのが「手作りの本」！刺繍や羊毛フェルトなどの
手芸のほかにも、消しゴムはんこ、段ボール工作、ハーバリウム、かごなど、
色々な手作りの本が揃っています。秋の夜長、あなただけの作品を作って
みませんか？また、もうすぐ秋の読書週間が始まります。本耶馬渓図書館にて
今年もイベントを開催します。たくさんのご来館をお待ちしています！

　♪１０月のカレンダー♪
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

★開館時間　　　…１０：００～１８：００
★日・祝も6時まで開館しています。
★10/1・10/31は図書整理休館日です。
　

本耶馬渓図書館だより Ｎｏ．３５（２０１８.１０）

🌼九州をぐるっとお出かけ！！🌼
10月になると、暑さがすっかり和らぎ、天気も良くてお出かけするのにオススメ。車で気軽に出

かけられる「地元九州」をあちこちまわってみませんか？今まで知らなかった九州の魅力がたく

さんみつかるかも？いくつか本をご紹介します！

☆『九州のおいしい道の駅&SA・PA』/JTBパブリッシング
今すぐ行きたい九州の道の駅&SA・PAを140軒紹介しています。「道の駅むなかた」

は新鮮な魚！「道の駅阿蘇」は牛肉と高菜！「道の駅七城メロンドーム」はメロン！

などなど、美味しそうなグルメやおみやげがいっぱい。もちろん、地元「道の駅なかつ」

も最初のほうのページにどーんと載っていますよ～！

☆『九州キャンプNAVI』/KADOKAWA
キャンプといえば、夏というイメージがありますが、意外とオールシーズン楽しめるん

です！九州の特色ある6つのキャンプ場の出発から帰宅までを細かくご案内します。

また、ビギナーや女性でも安心のキャンプ場も紹介しています。本耶馬渓の「バルン

バルンの森」や、最近「ソロキャンプ」で注目の芸人ヒロシさんの記事も載っています。

☆『九州山歩きガイド』/メイツ出版
四季それぞれの旬を楽しめる九州各県おすすめの登山コースを紹介しています。

住宅街から見えるこんもりとかわいらしい山。空と大地を縫うように連なる連山。

九州の山々は、さまざまな顔を持っているのです。お天気の日が多い10月に、気に

なる山に登ってみませんか？



移動図書館運行表：休館日・祝日・５週目は運休します。
曜日 地区 曜日 地区

第１月曜 樋田 第１水曜 上津

第３月曜 第３水曜

10/15 10/3
10/17

第２月曜 樋田

第４月曜

10/22

第２水曜 東谷

第４水曜

10/10
10/24

樋田

西谷

クワバラ理容店付近 １１：１５～１１：３０

下屋形恵良 １１：２０～１１：３０

多志田ゲートボール場前 １０：４５～１０：５５

冠石野お堂の前 １０：３０～１０：４０

駐車地 予定時間

上浜田住宅 １０：２０～１０：３０

中島バス停前 １１：００～１１：１０

屋形郵便局前 １１：００～１１：１０

麻野屋商店前 １０：４０～１０：５５

八千代保育園 １３：３０～１３：４５

下曽木市営住宅 １４：０５～１４：１５

１３：５０～１４：００

洞門の郷 １４：２０～１４：３５

兎洞電気

１４：３５～１４：４５

１４：００～１４：１５

１４：２０～１４：３０西谷郵便局前

東谷つばき地区 １０：４０～１０：５５

かえで

下筈林道入口 １５：０５～１５：２０

高齢者福祉センター

西谷温泉下

樋田小学校

１１：３０～１１：４０

羅漢下組 １１：２５～１１：３５

平原地区 １４：５０～１５：００

桧木地区

小野商店前

１３：００～１３：４０

１３：００～１３：４０上津小学校

御祖神社前 １４：０５～１４：２０

折元神社 １４：３０～１４：４０

駐車地 予定時間

JA中津下毛農協裏（倉庫前） １０：１５～１０：２５

東谷地区老人憩いの家 １１：１５～１１：２５

１３：４５～１４：００

生活支援ハウス本耶馬渓 １４：５０～１５：０５

大田商店前 １１：００～１１：１０

あんず １０：５０～１１：０５

万千百園 １１：１０～１１：２０

１０：３０～１０：４５

発行：本耶馬渓図書館（52-3033 本耶馬渓公民館１階）

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！

１０月のおすすめえほん 「たべもの」のおはなしです。

♪おとなの本♪（数字は背ラベルの番号です）

『やまと尼寺精進日記』/188.6

『アイラブ台湾屋台めし』/292.2

『回転寿司になれる魚図鑑』/487.5

『食物養生大全』/498.5

『信州四季暮らし』/590

『ラクして続く、家事テク』/597.9

『なんてやつだ』/913.6

『私が誰かわかりますか』/913.6

『ふたりぐらし』/913.6

♪こどもの本♪（数字は背ラベルの番号です）

『5分間のサバイバル2年生』 /K404

『実験対決 28』/Ｋ407

『どっちが強い！？ハチVSクモ』

/K486

『IQパズル』/K798

『あいことばは名探偵』/K913

『若おかみは小学生！』/K913

『虫にんじゃ』KE

『おむつのなか、みせてみせて！』/ＫE

『たこやきのたこさぶろう』

長谷川 義史
ここは、とあるたこやきやです。「いか

せておくんなせー」という、たこやきの

たこさぶろうのこえがひびいています。

たとえ、かぞくにとめられても、なかま

にとめられても、たこさぶろうにはどう

してもいかなければならないりゆうが

あったのです。さて、そのりゆうとは

いったいなんでしょうか？

『いくらなんでもいくらくん』

シゲタ サヤカ
まちはずれに、とつぜんできた「なんでも

や」。なかにいたのは、なんと「いくらの

おすし」でした！おしろへつれてこられた

いくらのおすしは、おとのさまから「いま

すぐぶどうをたべさせろ！」と

いわれました。いくらのおすしは「あい

よ」とへんじをすると、いくらをくっつけ

て、ぶどうをつくったのです！



　♪１１月のカレンダー♪
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 12/1
2 3 4 5 6 7 8

★開館時間　　　…１０：００～１８：００
★日・祝も6時まで開館しています。

　

本耶馬渓図書館だより Ｎｏ．３６（２０１８.１１）

競秀峰もきれいに色づき、秋の訪れを感じます。今年は「耶馬

溪」の名付け親、頼山陽が来遊して200年。数多くの著名人が耶

馬溪を訪れ、その景色を絶賛しました。作品の中で耶馬溪を登場

させた作家もいます。「耶馬渓」の由来、昔の本耶馬渓の写真な

どが掲載された本は図書館にあります。お散歩の休憩にお立ち寄

り頂き、景色を見ながら本耶馬渓の歴史にふれてみませんか？

秋のおおきなおはなしかい

11月14日（水）10：30～

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♪

場所：本耶馬渓公民館和室

乳幼児さん～未就学

児さんを対象にした

おはなしかいです！

すてきなプレゼン

トも準備してお待

ちしています♪



移動図書館運行表：休館日・祝日・５週目は運休します。
曜日 地区 曜日 地区

第１月曜 樋田 第１水曜 上津

第３月曜 第３水曜

11/5 11/7
11/19 11/21

第２月曜 樋田

第４月曜

11/12

11/26

第２水曜 東谷

第４水曜

11/14
11/28

樋田

西谷

駐車地 予定時間

JA中津下毛農協裏（倉庫前） １０：１５～１０：２５

東谷地区老人憩いの家 １１：１５～１１：２５

１３：４５～１４：００

生活支援ハウス本耶馬渓 １４：５０～１５：０５

大田商店前 １１：００～１１：１０

あんず １０：５０～１１：０５

万千百園 １１：１０～１１：２０

１０：３０～１０：４５

１３：００～１３：４０上津小学校

御祖神社前 １４：０５～１４：２０

折元神社 １４：３０～１４：４０

東谷つばき地区 １０：４０～１０：５５

かえで

下筈林道入口 １５：０５～１５：２０

高齢者福祉センター

西谷温泉下

樋田小学校

１１：３０～１１：４０

羅漢下組 １１：２５～１１：３５

平原地区 １４：５０～１５：００

桧木地区

小野商店前

１３：００～１３：４０

１４：３５～１４：４５

１４：００～１４：１５

１４：２０～１４：３０西谷郵便局前

洞門の郷 １４：２０～１４：３５

兎洞電気

八千代保育園 １３：３０～１３：４５

下曽木市営住宅 １４：０５～１４：１５

１３：５０～１４：００

駐車地 予定時間

上浜田住宅 １０：２０～１０：３０

中島バス停前 １１：００～１１：１０

屋形郵便局前 １１：００～１１：１０

麻野屋商店前 １０：４０～１０：５５

クワバラ理容店付近 １１：１５～１１：３０

下屋形恵良 １１：２０～１１：３０

多志田ゲートボール場前 １０：４５～１０：５５

冠石野お堂の前 １０：３０～１０：４０

発行：本耶馬渓図書館（52-3033 本耶馬渓公民館１階）

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！

１１月のおすすめえほん 「としょかん」のおはなしです。

♪おとなの本♪（数字は背ラベルの番号です）

『かけ湯くん 旅する温泉漫画』/291

『Kurashi Vol.05』/590

『たまさんちのおおらかなおやつ』

/596.6

『あゆみんとスー』/611.9

『ラジオ歌謡名曲集』/767.8

『居酒屋ぼったくり 10』/913.6

『沈黙のパレード（ガリレオ⑨）』

/913.6

♪こどもの本♪（数字は背ラベルの番号です）

『キラキラハッピー!あたりすぎるうら

ない&おまじないブック』/K148

『もしものときの妖怪たいさくマニュ

アル [1]』 /K388

『めくって学べるきかいのしくみ図鑑』

/K530

『ゴリラのくつや』/ＫE

『かたつむりタクシー』/KE

『ジャングルのサバイバル ⑩』/K786

『おばけとしょかん 』

デイヴィッド・メリング／さく
ボーという女の子が本をよんでいると、

とつぜん、つめたい手が本をつかみまし

た。すると、ボーは本といっしょに空を

とび、おばけとしょかんにやってきまし

た。つめたい手はおばけの手だったので

す。おばけたちは、からっぽのとしょか

んのために、本をあつめていたのでした。

そこで、ボーはおばけたちと本をかくこ

とにしました。

『トリケラとしょかん 』

五十嵐 美和子／さく
あめにふられたおんなのこがまよいこんだ

のは、トリケラトプスがいっぱいの「トリ

ケラとしょかん」。ふしぎなふしぎな、ト

リケラトプスだらけのおもしろとしょかん

を、たんけんしちゃおう!トリケラトプス

ごのかいどくひょうものっています。



もうすぐクリスマス！サンタさんはどんなプレゼントを持って来てくれる
かな？家族やお友達とクリスマスパーティーをしたり、とても楽しみですね！
図書館内にもクリスマスツリーを飾っています。ご来館の際はぜひ見てみて
くださいね～。もちろん、クリスマスにまつわる絵本など、いろんな本を
ご用意しています。「クリスマス濃度高め」の本耶馬渓図書館へ、遊びに
来てね♪そして、今年も図書館にご来館いただき、ありがとうございました！

　♪１２月のカレンダー♪
日 月 火 水 木 金 土

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1/1 2 3 4 5
★開館時間　　　…１０：００～１８：００
★日・祝も6時まで開館しています。

　

本耶馬渓図書館だより Ｎｏ．３７（２０１８.１２）

🌼もうすぐ新年！カレンダーや手帳をDIY🌼
2018年もあと１か月で終わり。間もなくやってくる新しい年に向けて、カレンダーや手帳を新し

くされるかたも多いのではないでしょうか？そこで、ちょこっとイラストを描いたり、マスキング

テープで飾ったりなど、カレンダーや手帳をカスタマイズする本をいくつかご紹介します。色々

作って飾ってみませんか？2019年も、皆さまにとってすてきな１年になりますように。

☆『パッと描けてかわいい&おしゃれボールペンイラスト』/ナツメ社
人や動物などの身の回りのもののイラストのほか、飾りや模様のイラストもたくさん！

カレンダーや手帳などのイラスト応用法も詳しく載っています。絵が得意じゃなくても、

ちょっとの工夫でかわいくイラストを描けますよ～。この機会に、手描きの簡単イラスト

にチャレンジしてみませんか？

☆『消しゴムはんこスペシャルBOOK』/ブティック社
「消しゴムはんこ」って、一見難しそうにみえるかもしれませんが、そんなこともないの

です！図案の「内側」と「外側」の彫り方に気をつけると、意外とサクッと完成するんです

よ～。手作りのはんこでカレンダーや手帳をカスタマイズするときっとワクワクするはず。

嫌なことを忘れて、無心になって彫れるところもオススメです！

☆『手帳をもっと楽しく!DIY BOOK』/エムディエヌコーポレーション
自分仕様のカバーを作ったり、ペンホルダー付きの手帳バンドを作ったり、かわいい

紙を再利用したり・・・。身近な道具で手帳や手帳まわりのグッズを手作りするカスタ

マイズ法を紹介します。ちょっと難易度が高いものもありますが、ぜひ作ってみませんか？



移動図書館運行表：休館日・祝日・５週目は運休します。
曜日 地区 曜日 地区

第１月曜 樋田 第１水曜 上津

第３月曜 第３水曜

12/17 12/19

第２月曜 樋田

第４月曜

12/10

第２水曜 東谷

第４水曜

12/12
12/26

樋田

西谷

駐車地 予定時間

JA中津下毛農協裏（倉庫前） １０：１５～１０：２５

東谷地区老人憩いの家 １１：１５～１１：２５

１３：４５～１４：００

生活支援ハウス本耶馬渓 １４：５０～１５：０５

大田商店前 １１：００～１１：１０

あんず １０：５０～１１：０５

万千百園 １１：１０～１１：２０

１０：３０～１０：４５

１３：００～１３：４０上津小学校

御祖神社前 １４：０５～１４：２０

折元神社 １４：３０～１４：４０

東谷つばき地区 １０：４０～１０：５５

かえで

下筈林道入口 １５：０５～１５：２０

高齢者福祉センター

西谷温泉下

樋田小学校

１１：３０～１１：４０

羅漢下組 １１：２５～１１：３５

平原地区 １４：５０～１５：００

桧木地区

小野商店前

１３：００～１３：４０

１４：３５～１４：４５

１４：００～１４：１５

１４：２０～１４：３０西谷郵便局前

洞門の郷 １４：２０～１４：３５

兎洞電気

八千代保育園 １３：３０～１３：４５

下曽木市営住宅 １４：０５～１４：１５

１３：５０～１４：００

駐車地 予定時間

上浜田住宅 １０：２０～１０：３０

中島バス停前 １１：００～１１：１０

屋形郵便局前 １１：００～１１：１０

麻野屋商店前 １０：４０～１０：５５

クワバラ理容店付近 １１：１５～１１：３０

下屋形恵良 １１：２０～１１：３０

多志田ゲートボール場前 １０：４５～１０：５５

冠石野お堂の前 １０：３０～１０：４０

発行：本耶馬渓図書館（52-3033 本耶馬渓公民館１階）

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！

１２月のおすすめえほん 「えっ？この題名でクリスマス？」のおはなしです。

♪おとなの本♪（数字は背ラベルの番号です）

『感情の「みかた」』/141.6

『色と性格の心理学』/141.9

『その不調、冷えが原因です』/493.1

『いとおしむ暮らし』/590.4

『着物リメイクでずっと着られる服』

/593.3

『ラジオ歌謡名曲集』/767.8

『春は始まりのうた』/913.6

『介護後うつ』/916

♪こどもの本♪（数字は背ラベルの番号です）

『恐竜キングダム1～5』 /K457

『ほろっと泣けるいきもの図鑑』

/Ｋ480

『ことわざキャラクター図鑑』/K814

『夜カフェ1』/K913

『四つ子ぐらし1』/K913

『ミッフィーのかくれんぼ』/KE

『ぱんだがころんで・・・』KE

『のりものどうなってるの？』/ＫE

『きょうりゅうがすわっていた』

市川 宣子
パパがマンションにひとりでいるときに、

だれかがまどを「とんとん」とたたきま

した。ふりかえったパパはびっくり！な

んと、そこにはきょうりゅうがいたので

す！そのひから、パパはきょうりゅうに

キャベツをたべさせたり、うんちをかた

づけたりするようになったのですが。こ

れがどうして「クリスマス」のおはなし

なのか、よんでみてのおたのしみ！

『ペンギンホテル』

牛窪 良太
ひろいうみのどこかとおく、きょうも「ペ

ンギンホテル」はえいぎょうちゅう！つぎ

つぎとやってくるおきゃくのために、ペン

ギンたちはおおいそがしです。1かいのレ

ストランでは、ペンギンたちのディナー

ショーもあるんですよ。ところで、これが

どうして「クリスマス」のおはなしなので

しょうか？みんなもよんでみてね！



　♪１月のカレンダー♪
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 2/1 2
3 4 5 6 7 8 9

★開館時間　　　…１０：００～１８：００
★日・祝も6時まで開館しています。

　

本耶馬渓図書館だより Ｎｏ．３９（２０１9.１）

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。今年も本耶馬渓図書館をよろしくお願いします。

5月には「平成」から新元号へと変わり、10月からは消費税10％に！

なにかと慌ただしい１年となりそうですね。

図書館は今年も「来ると楽しい」と思ってもらえるようなイベント等

を開催していきたいと思います。皆様のご来館をお待ちしています。

今年も健康でありますように
家族・親戚・お友達と集まると楽しくてついつい食べ過ぎてしまうお正月。1月7

日は「七草がゆ」を食べて疲れた身体をちょっとやすめませんか？

「七草がゆ」を食べる習慣は平安時代に始まったと言われています。旧暦の1月7

日は現代のこよみでは2月にあたりますので、野原に草が芽吹くころの行事でした。

若菜の力を体に取り入れて、１年無病息災で過ごしましょう！

自分好みの「おかゆ」を作ってみませんか？

「あなたのために 続」
辰巳 芳子／著

「粥百選」
高梨 尚之／著

「からだが喜ぶおかゆ料理帖」
野崎 洋光／著

「簡単!お寺ご飯」
飯沼 康祐／著



移動図書館運行表：休館日・祝日・５週目は運休します。
曜日 地区 曜日 地区

第１月曜 樋田 第１水曜 上津

第３月曜 第３水曜

1/7

1/21 1/16

第２月曜 樋田

第４月曜

1/28

第２水曜 東谷

第４水曜

1/9
1/23

樋田

西谷

クワバラ理容店付近 １１：１５～１１：３０

下屋形恵良 １１：２０～１１：３０

多志田ゲートボール場前 １０：４５～１０：５５

冠石野お堂の前 １０：３０～１０：４０

駐車地 予定時間

上浜田住宅 １０：２０～１０：３０

中島バス停前 １１：００～１１：１０

屋形郵便局前 １１：００～１１：１０

麻野屋商店前 １０：４０～１０：５５

八千代保育園 １３：３０～１３：４５

下曽木市営住宅 １４：０５～１４：１５

１３：５０～１４：００

洞門の郷 １４：２０～１４：３５

兎洞電気

１４：３５～１４：４５

１４：００～１４：１５

１４：２０～１４：３０西谷郵便局前

東谷つばき地区 １０：４０～１０：５５

かえで

下筈林道入口 １５：０５～１５：２０

高齢者福祉センター

西谷温泉下

樋田小学校

１１：３０～１１：４０

羅漢下組 １１：２５～１１：３５

平原地区 １４：５０～１５：００

桧木地区

小野商店前

１３：００～１３：４０

１３：００～１３：４０上津小学校

御祖神社前 １４：０５～１４：２０

折元神社 １４：３０～１４：４０

駐車地 予定時間

JA中津下毛農協裏（倉庫前） １０：１５～１０：２５

東谷地区老人憩いの家 １１：１５～１１：２５

１３：４５～１４：００

生活支援ハウス本耶馬渓 １４：５０～１５：０５

大田商店前 １１：００～１１：１０

あんず １０：５０～１１：０５

万千百園 １１：１０～１１：２０

１０：３０～１０：４５

発行：本耶馬渓図書館（52-3033 本耶馬渓公民館１階）

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！

１月のおすすめえほん 「はつわらいにおすすめ！」のおはなしです。

♪おとなの本♪（数字は背ラベルの番号です）

『マンガ宝くじで1億円当たった

人の末路』/159

『イラストでわかる疲れないカラダの

使い方図鑑』/498.3

『わたしの暮らしのヒント集 4』/590

『沢村さん家(ち)のそろそろ

ご飯ですヨ』/726.1

『「輪行」がよくわかる本』/786.5

『草々不一』/913.6

♪こどもの本♪（数字は背ラベルの番号です）

『リラックマごゆるり心理テスト』

/K148
『C♥SCHOOL 365DAYSかわいさアッ

プ&ハッピーイベントBOOK』 /K376

『どっちが強い!?ヒクイドリvs

カンガルー』/K488

『はじめてのお菓子レッスンBOOK』

/Ｋ596

『転校生は忍者?!』/K913

『リスとはじめての雪』
ゼバスティアン・メッシェンモーザー／さく

『ガスこうじょうききいっぱつ 』

シゲリ カツヒコ／さく
ふゆのあいだ、ずっとねむっているリス

とハリネズミとクマは、雪をみたことが

ありません。白くて、しめっぽくて、つ

めたくて、やわらかい。ヤギは雪のこと

を、そんなふうにいいました。

そして3びきは思いました。

はじめての雪をみたかったら、

ねむっちゃいけないんだ。

雪をみるために、ふゆがくるまで

おきていなくちゃ!

ここは、とあるばしょにある、24じかん

やすむことなくうごいているこうじょうで

す。おじさんたちがこうたいで、はたらい

ています。このこうじょうでは、ガスをつ

くっています。どんなふうに、どんなガス

をつくっているの

でしょうか?

じつは、このこうじょう、

ひとのからだのなかにあって…。



寒い日が毎日続きますね。こんな時はあたたかい部屋でぬくぬく過ごすのが
一番！窓の外を見てみると、この時期「いろんな鳥」がやって来るものです。
大分県では「めじろん」でおなじみの「メジロ」だけでなく、「ヒヨドリ」や
「シジュウカラ」などなど。みかんなどをちょっと置いておくと、庭が鳥で
賑やかになること間違いなし！こんな時こそ図書館の本を活用するチャンス！
どんな鳥が来ているのか、どんな声なのか、調べてみるのも楽しいですよ♪
この冬、ちょこっと鳥に詳しくなってみませんか？

　♪２月のカレンダー♪
日 月 火 水 木 金 土

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 15 26 27 28 3/1 2
3 4 5 6 7 8 9

★開館時間　　　…１０：００～１８：００
★日・祝も6時まで開館しています。

　

本耶馬渓図書館だより Ｎｏ．３９（２０１９.２）

🌼こたつでぬくぬく！いろいろチャレンジ🌼
寒い日が続くと、こたつでぬくぬく読書をするのにぴったり。図書館には、小説以外にも様々な

ジャンルの本があるんですよ！こたつの中でもできるあれこれが載った本を紹介しています。本

を読んで、本の世界から一歩踏み出して、いろんなことにチャレンジしてみませんか？

☆『みかんの面白いむきかた大百科』/スモール出版
みなさんは、みかんの皮ってどうやってむいていますか？「腕時計みかん」「風車みかん」

「ハンドバッグみかん」「シャンデリアみかん」など、みかんさえあれば簡単にできる

24種類のみかんのむきかたウルトラテクニックを紹介しています。ただみかんを食べる

だけではもったいない！こたつの中でレッツチャレンジ！

☆『消しゴムはんこスペシャルBOOK』/ブティック社
「消しゴムはんこ」って、一見難しそうにみえるかもしれませんが、そんなこともないの

です！図案の「内側」と「外側」の彫り方に気をつけると、意外とサクッと完成するんです

よ～。完成したはんこを、手帳やノートなどに活用できるのも嬉しいところです。

また、嫌なことを全て忘れて、無心になって彫れるところもオススメです！

☆『大人になったら、着たい服’18－’19秋冬』/主婦と生活社
スタイリスト、デザイナー、主婦など、歳を重ねてもおしゃれを楽しんでいるかたがたの

ワードローブを紹介しています。いくつになっても、その年代ごとの「着る服がない！」

問題がつきまとうもの。そのお悩み解決のヒントになるはず。これからお出かけする時の

ために、頭の中で「エアーファッションショー」を開催してみませんか？



移動図書館運行表：休館日・祝日・５週目は運休します。
曜日 地区 曜日 地区

第１月曜 樋田 第１水曜 上津

第３月曜 第３水曜

2/4 2/6
2/18 2/20

第２月曜 樋田

第４月曜

2/25

第２水曜 東谷

第４水曜

2/13
2/27

樋田

西谷

クワバラ理容店付近 １１：１５～１１：３０

下屋形恵良 １１：２０～１１：３０

多志田ゲートボール場前 １０：４５～１０：５５

冠石野お堂の前 １０：３０～１０：４０

駐車地 予定時間

上浜田住宅 １０：２０～１０：３０

中島バス停前 １１：００～１１：１０

屋形郵便局前 １１：００～１１：１０

麻野屋商店前 １０：４０～１０：５５

八千代保育園 １３：３０～１３：４５

下曽木市営住宅 １４：０５～１４：１５

１３：５０～１４：００

洞門の郷 １４：２０～１４：３５

兎洞電気

１４：３５～１４：４５

１４：００～１４：１５

１４：２０～１４：３０西谷郵便局前

東谷つばき地区 １０：４０～１０：５５

かえで

下筈林道入口 １５：０５～１５：２０

高齢者福祉センター

西谷温泉下

樋田小学校

１１：３０～１１：４０

羅漢下組 １１：２５～１１：３５

平原地区 １４：５０～１５：００

桧木地区

小野商店前

１３：００～１３：４０

１３：００～１３：４０上津小学校

御祖神社前 １４：０５～１４：２０

折元神社 １４：３０～１４：４０

駐車地 予定時間

JA中津下毛農協裏（倉庫前） １０：１５～１０：２５

東谷地区老人憩いの家 １１：１５～１１：２５

１３：４５～１４：００

生活支援ハウス本耶馬渓 １４：５０～１５：０５

大田商店前 １１：００～１１：１０

あんず １０：５０～１１：０５

万千百園 １１：１０～１１：２０

１０：３０～１０：４５

発行：本耶馬渓図書館（52-3033 本耶馬渓公民館１階）

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！

２月のおすすめえほん 「おふろ」のおはなしです。

♪おとなの本♪（数字は背ラベルの番号です）

『フランス人は老いを愛する』/367.7

『使い果たす習慣』/590.4

『ドライフラワーレッスン24』/594.8

『白崎裕子の料理とおやつ』/596

『働く台所』 /596.9

『酷道大百科』/685.2

『箱根駅伝100年襷の記憶』/782.3

『破天荒フェニックス』/913.6

『わるい食べもの』914.6

♪こどもの本♪（数字は背ラベルの番号です）

『AIのサバイバル 2』 /K007

『都道府県イラストBOOK』/K291

『トミカコレクション2019』/K507

『金栗四三』/K782

『1％ 11』/K913

『小説12歳』/K913

『たぬきのおもち』KE

『ほしじいたけほしばあたけ』/ＫE

『カどこいった』/KE

『おもちのおふろ』

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

な？ふたりがうきうきとびらをあけると、

そこには「しょうゆのあしゆ」！もー

ちゃんとちーちゃんがひろうとしても、

おすしたちがなかなかでてくれなく

て・・・。

『アブナイおふろやさん』

山本 孝
せんとう「たんぽぽゆ」のいりぐちは、

「ほうかごスペシャルたんけんたい」のほ

んぶ！きょうは、まぼろしのぎょじん「イ

エン・セババ」のすがたをおう！ところが、

「イエン・セババ」をもとめてあるきだす

と、とつぜん3ごうがあしをすべらせてし

まい・・・。



　♪3月のカレンダー♪
日 月 火 水 木 金 土

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
★開館時間　　　…１０：００～１８：００
★日・祝も6時まで開館しています。

　

本耶馬渓図書館だより Ｎｏ．４０（２０１9.3）

t

暖かな春がやってきました。様々な植物が芽吹くこの季節、「この植物の

名前を知りたい！」という利用者のかたがたくさんいらっしゃいます。一

緒に図鑑を調べてみると見慣れた植物でも意外と知らないことがたくさん

あって驚きの連続です。桜の美しさに思わず見惚れてしまいますが、たま

にはしゃがんで足元の春も観察してみませんか？意外な発見があるかもし

れませんよ。気になる植物がありましたら是非図書館をご利用ください！

旅立ちに花を添えて
３月は卒業シーズン。大切な人の新たな門出を祝ってお花を贈りません

か？小さな花もほんの少しアレンジを加えるだけで素敵なプレゼントに

なりますよ！お花を選ぶときは花言葉も考えながら選ぶと楽しいですね。

「ほぼ100均プチプ

ラ花コーデ」
川守 由利子／

「ハーバリウムづくり

の教科書」
平山 りえ／著

「ドライフラワー

レッスン24」
Kristen／著

「小さな花の贈りもの」
佐々木 じゅんこ／著

ガーベラ：

希望
マーガレット：

信頼
スイートピー：

門出

🌼４月から新しい雑誌が入荷します。

「月刊セーノ！」（大分情報誌）

「ニコプチ」（小学生向けファッション誌）

「ｋｕ：ｎｅｌ」（女性向け暮らしの情報誌）

予約もできますので是非ご利用ください。

🌼毎月2.4水曜日10：30～本耶馬渓図書館

にておはなしかいをしています。

3月は6・20日です。



移動図書館運行表：春休み中の樋田・上津小の運行はありません。
曜日 地区 曜日 地区

第１月曜 樋田 第１水曜 上津

第３月曜 第３水曜

3/4 3/6
3/18 3/20

第２月曜 樋田

第４月曜

3/11

3/25

第２水曜 東谷

第４水曜

3/13
3/27

樋田

西谷

駐車地 予定時間

JA中津下毛農協裏（倉庫前） １０：１５～１０：２５

東谷地区老人憩いの家 １１：１５～１１：２５

１３：４５～１４：００

生活支援ハウス本耶馬渓 １４：５０～１５：０５

大田商店前 １１：００～１１：１０

あんず １０：５０～１１：０５

万千百園 １１：１０～１１：２０

１０：３０～１０：４５

１３：００～１３：４０上津小学校

御祖神社前 １４：０５～１４：２０

折元神社 １４：３０～１４：４０

東谷つばき地区 １０：４０～１０：５５

かえで

下筈林道入口 １５：０５～１５：２０

高齢者福祉センター

西谷温泉下

樋田小学校

１１：３０～１１：４０

羅漢下組 １１：２５～１１：３５

平原地区 １４：５０～１５：００

桧木地区

小野商店前

１３：００～１３：４０

１４：３５～１４：４５

１４：００～１４：１５

１４：２０～１４：３０西谷郵便局前

洞門の郷 １４：２０～１４：３５

兎洞電気

八千代保育園 １３：３０～１３：４５

下曽木市営住宅 １４：０５～１４：１５

１３：５０～１４：００

駐車地 予定時間

上浜田住宅 １０：２０～１０：３０

中島バス停前 １１：００～１１：１０

屋形郵便局前 １１：００～１１：１０

麻野屋商店前 １０：４０～１０：５５

クワバラ理容店付近 １１：１５～１１：３０

下屋形恵良 １１：２０～１１：３０

多志田ゲートボール場前 １０：４５～１０：５５

冠石野お堂の前 １０：３０～１０：４０

発行：本耶馬渓図書館（52-3033 本耶馬渓公民館１階）

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！

３月のおすすめえほん 「おひめさま」のおはなしです。

♪おとなの本♪（数字は背ラベルの番号です）

『できるWord & Excel 2019』/007.6

『祖父母学』/379.9

『笑って！小屋作り』/527

『暮らしに必要なものは、自分で決めて

いい。』/590

『アボカドLOVERSレシピ』/596.3
『メルカリお得に楽しむ!活用ブック』/673.3

『樹木希林120の遺言』/778.2

『メゾンド・ポリス 1・2』/913.6

♪こどもの本♪（数字は背ラベルの番号です）

『頭を楽しくきたえる!推理クイズ』

/K798
『オペラ座の怪人』 /K376

『キモい!生きもの』/K480

『犬がおうちにやってきた!』/K645

『羽生善治』/K796

『えらいこっちゃのいちねんせい』

/KＥ

『さくらもちのさくらこさん』/KＥ

『もりのちいさなしたてやさん』

こみね ゆら／作
『おならひめ 』

有田 奈央／ぶん
もりのおくにあるちいさないえで、こびと

のさんにんしまいが、したてやさんをひら

いていました。おきゃくさんは、ちいさな

どうぶつや、むしやとり。ところがあるひ、

にんげんのおひめさまがおたんじょうびに

きるふくをつくってほしいという

いらいがきました。おひめさまの

たんじょうパーティーまで、

あといつかしかなくて…。

さつまいもばたけにかこまれたおしろに、

ナーラというなまえのおひめさまがすんで

いました。ナーラひめは、さつまいもをま

いにちたくさんたべては、ブッブ〜とおな

らでかぜをおこしたり、ブッブブーブーと

おならでメロディーをかなでたりして、あ

そんでいます。こまってしまったおうさま

は、ナーラひめのおならあそびをきんしし

たのですが…。


