本耶馬渓図書館だより

Ｎｏ．４１（２０１９.４）

4月になりました。入園・入学おめでとうございます！
そして、暖かくなってきて、外にお出かけするのに良い季節にもなりました。
見上げてみると桜の花がとてもきれいです。そして、足元に目をやると「この
花の名前は何だろう？」と思う草花もいろいろ。こんな時こそ図書館の出番！
身近な草花に関する本も色々あります。お花見や、お散歩ついでにちょっと
図書館に寄り道しませんか？

🌼新生活にむけて🌼
春は出会いと別れの季節。引っ越し、就職、入学、入園などで新生活を始められたかたも多いの
ではないでしょうか？そこで、新生活に向けていくつかおすすめの本を紹介します。新しい生活
の参考になれたらうれしいです。
☆『おべんと探訪記』/

伊藤

まさこ /

マガジンハウス

暮らしまわりの本でおなじみ、スタイリスト伊藤まさこさんが娘さんのために作った
お弁当を中心に紹介しています。唐揚げなどの定番だけでなく、エビチリ、タイカレー
など、お弁当には珍しいメニューもたくさん！お弁当作りの参考にしませんか？

☆『お金が貯まる財布のひみつ』/

横山 光昭

/

新潮社

春は出会いや別れに贈り物をしたりと、何かとお金がかかる季節でもあります。そこで、
この機会に「お金の使い方」について考えてみませんか？家計再生コンサルタントの
横山光昭さんによると、財布の中をちょっと工夫するだけでもお金が貯まるんだとか。
早速今日からチャレンジ！

☆『ねこ先生トト・ノエルに教わるゆるゆる健康法』

シミコ /

KADOKAWA

慣れない新生活に、この時期知らず知らずのうちにストレスを溜めていませんか？
体の力を取り戻す「ゆるゆる健康法」を紹介します。ねこのように無理をせず、体を
大切にすることを教えてくれるコミックエッセイです。
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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6時まで開館しています。
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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）

『中学数学からはじめる暗号入門』
/007.1
『あなたの隣の発達障害』/493.7
『暮らしのおへそ VOL.27』/590
『考えないお弁当』/596.4
『家庭菜園でできる自然農法』/626.9
『立ち猫』/645.7
『あちらにいる鬼』/913.6
『この先には、何がある？』/914.6

『海賊世界へタイムワープ』 /K209
『実験対決 30』/K407
『ほねほねザウルス 20』/K913
『十年屋 2』/K913
『えらいこっちゃのいちねんせい』/KE
『もぐらのいえ』/KE
『おしいれじいさん』KE
『ぱんだんす』/ＫE
『ゆげゆげ～』/KE

４月のおすすめえほん

「にゅうがく・にゅうえん」のおはなしです。

『あるひ、いつものがくどうで。』
サトシン

『ようちえんにいきたいな』
アンバー・スチュアート

はる。あたらしいなかま、1ねんせいのゆ
みとまこがはいってきました。「ここは
がっこうがおわってから、みんなですご
すばしょ。もうひとつのおうちとおもっ
てね。」と、しどういんのやっさん。で
も、ゆみとまこはいつまでたってもどき
どきしています。「がくどうほいく」の
おはなしです。

ピヨくんは、たまごからかえったばかりの
ころから「ようちえんにいきたいなあ。」
とおもっていました。ところが、いよいよ
ようちえんにいくまえのばんになると、む
ねがどきどきして、くるしくなってきまし
た。「ようちえんってどんなところかな？
なにをするのかな？」

移動図書館運行表：休館日・祝日・５週目は運休します。
曜日
第１月曜
第３月曜
4/15

地区
樋田

第２月曜
第４月曜
4/8
4/22

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
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

4/17

第２水曜
第４水曜

東谷

4/10
4/24
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
あんず
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
生活支援ハウス本耶馬渓
東谷つばき地区
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
１４：５０～１５：０５
１０：４０～１０：５５
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
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．４2（２０１9.5）

「目に青葉 山ほととぎす 初鰹」の季節ですね。今年のGWは10連休
なので旅先などで、美しい新緑を見て鳥のさえずりを聴き、旬の美味しい
ものを食べて過ごす方も多いのではないでしょうか？図書館では「おしり
たんていと元号クイズ」などの楽しい春の読書週間イベントを開催してい
ます。遠出はできないけどお出かけしたいという方、是非図書館までお越
しください！ちょっとしたプレゼントもご用意してお待ちしております。

ちょっと笑った！平成の本
平成のベストセラーの中でもクスリと笑える本を集めました。是非再読、再
笑いしてみませんか？
「日本人の知らない日本語」
「もものかんづめ」
蛇蔵／著

さくら ももこ/著

昨年逝去された漫画家、さ
くらももこさんのエッセイ。
「さるのこしかけ」「たい
のおかしら」と続いてベス 平成21年
トセラーになりました。

平成3年

「トリビアの泉」

「九十歳。何がめでたい」

フジテレビトリビア普及委員会

平成15年
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思わず「へえ」と言ってしま
う人生に全く必要ないムダ知
識（＝トリビア）を掲載。
テレビ番組「トリビアの泉」
は視聴率25％を超える人気番
組でした。

♪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6時まで開館しています。

日本語学校のなぎこ先生と外
国人学生がくりひろげる、笑
える日本語バトル。大人から
子どもまで楽しめる１冊です。

土
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佐藤 愛子/著

平成29年

「いちいちうるせえ！」当時
92歳の佐藤愛子さん、渾身の
渇は老若男女を魅了しました。
「人生100年時代」を象徴する
作品です。

🌼5/1（水）、5/31（金）は館内
整理日のためお休みです。GW中も
10：00～18：00まで開館してお
ります。
皆様のご来館をお待ちしています！

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）

『できるWord & Excel & PowerPoint
2019』/007.6
『気の利く大人のひと言目』/361.4
『「空腹」こそ最強のクスリ』/498.5
『もち麦』/596.3
『伊藤まさこの器えらび』/596.9

『中学生からの勉強のやり方』
/K375
『学習科学マンガ アルゼンチノサウルス』
/K457

『人間の役に立っているありがた〜い
生き物たち』/K460
『古布に魅せられた暮らし 珊瑚色の章』/597 『カブトムシとクワガタ』/K486
『おとなからきみへ』/KE
『園芸はじめました』/629.7
『ねえねえパンダちゃん』/KＥ
『中野のお父さんは謎を解くか』/913.6

5月のおすすめえほん

「ヒーロー」のおはなしです。

『スモウマン 』

『おにいちゃんはアニマン

中川 ひろたか／作
弱きをたすけ、悪しきをくじく新ヒー
ロー登場! スモウマンは幕下力士。相撲
の方はまだまだだけど、助けを呼ぶ声が
きこえると「ドスコーイ」
かけ声一発、大変身して
空を飛ぶ。
とにかく笑える活劇絵本。

』

あきやま ただし／作絵
えみちゃんが困っていると、いろんな動
物に変身して助けてくれるおにいちゃん。
ちょっと頼りない時もあるけれど、えみ
ちゃんにとっては最高のヒーロー・アニ
マン。そんな
アニマンの活躍をユーモア
たっぷりに
描いた絵本。

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

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
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

5/15

第２水曜
第４水曜

東谷

5/8
5/22
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
あんず
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
生活支援ハウス本耶馬渓
東谷つばき地区
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
１４：５０～１５：０５
１０：４０～１０：５５
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
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．４３（２０１９.６）

6月といえば「梅しごと」！青梅で「梅酒」や「梅シロップ」を作ったり、
完熟した梅で「梅干し」を作ったり、いろんな加工品を作ることができます。
これから暑くなる時期、夏バテ防止にもおすすめ。今年はぜひ、手作りしてみ
ませんか？梅って毒があって生で食べることができませんが、、漬けたり
加工すると、毒が消えて体に良い成分がたくさん！とても不思議ですね。
梅に関する本もいろいろあるので、みなさまのご来館をお待ちしています！

☂おうちでできる、あれこれ☂
雨でおうちのなかで過ごすことの多いこの季節。憂鬱ではありますが、おうちの中でいろいでき
る良い機会でもあります。そこで今月は手芸・お菓子作り・掃除など「おうちでできる、あれこれ」
の本を紹介します。早速とりかかってみませんか？
☆『おやつですよ』/

なかしましほ /

文藝春秋

東京都国立市でお菓子工房をされているなかしまさん。バターや生クリームを
控えた「いつ食べても体に負担がなくおいしい」おやつをいろいろ紹介しています。
オーブンがなくても手軽に作れるおやつもたくさん！ぜひ作ってみませんか？本の中に
登場する「ゆるくてかわいいイラスト」もおすすめポイントです！

☆『小鳥のブローチ』/

千種

/

グラフィック社

羊毛フェルトでいろんな小鳥のブローチを作ってみませんか？型紙をガーゼに写し
針でフェルトをさすだけで、わりと簡単に作ることができます。気をつけないと、
針で指をさすこともありますが、「無心」で集中して作業できるところがおすすめ！
完成したブローチは、カバンや洋服にちょこんと付けるとかわいいですよ💛

☆『暮らしを、みがく』/

主婦と生活社

大掃除といえば年末のイメージですが、梅雨の時期のほうが、湿気のおかげで汚れが
ゆるみ、掃除に最適なのだとか。このタイミングで、普段は目を背けがちな場所の
掃除をしませんか？ピカピカになったおうちで、気持ちの良い夏を迎えましょう。

日

♪6月のカレンダー♪
月 火 水 木 金

2
3
4
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23 24 25
30 7/1 2
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★開館時間
…１０：００～１８：００
★日・祝も6時まで開館しています。

土
1
8
15
22
29
6

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）

『漫画家しながらツアーナース
してます①』/498.1
『小鳥ぽんぽん』/594.9
『レモンのお菓子とケーキ』/596.6
『悦な収納のすすめ』/597.5
『花づくり百科』/627
『アウトドアテクニック図鑑』/786
『骨董屋・眼球堂』/913.6

『本当に怖い話MAX∞教室のいす』
/K147
『大友宗麟』/K289
『ニュース探偵コナン①』/K304
『すみっコぐらしの四季めぐり』/K449
『アレルギーのサバイバル①』/K493
『1％⑫』/K913
『王女さまのお手紙つき⑪』/K933
『パンダのパン屋さん』/KE

『同潤会代官山アパートメント』/913.6

6月のおすすめえほん

「うめ」のおはなしです。

『うめじいのたんじょうび』
かがくい ひろし

『うめぼしくん』

つけもののきゅうりとたくあんがみちで
であいました。「ねえねえ、きょうはう
めじいのたんじょうびだって！」「そう
だよ」「なんさいだかしってる？」「し
らない」「うわさじゃ、200さいだって
さ！」そこへ、らっきょうがやってきま
した。だれもうめじいがなんさいかわか
らないので、うめじいにきいてみること
に・・・。

うめぼしくんは、おおきくてすっぱそうな
7つぶのうめぼしです。ある日、きりんさ
んがまちがってうめぼしくんのつぼをまち
にもっていってしまいます。つぼからとび
だして、まちをぶらぶらしているうめぼし
くんを、まちのどうぶつたちはいちごやプ
チトマトとまちがえてたべてしまいま
す・・・。

わたなべ あや

移動図書館運行表：休館日・祝日・５週目は運休します。
曜日
第１月曜
第３月曜
6/3
6/17
第２月曜
第４月曜
6/10
6/24

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
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

6/5
6/19

第２水曜
第４水曜

東谷

6/12
6/26
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
あんず
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
生活支援ハウス本耶馬渓
東谷つばき地区
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
１４：５０～１５：０５
１０：４０～１０：５５
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
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．４4（２０１9.7）

いよいよ夏がやってきましたね。年々暑さが増しておりますので、外出の
際はお水と塩飴が必須です。そして子どもたちはお楽しみの夏休み♪今年
の夏のイベントは「まちがいさがし」です。いつもの本耶馬渓図書館なの
に、どこかが変？まちがいをたくさん探してください！その他にも楽しい
イベントがたくさんありあすよ。是非ご家族、お友達を遊びにきてくださ
いね。

暑い日は素麺が美味しい！
そのまま食べても美味しいけど、アレンジ次第で立派な一品になる
素麺。おすすめの本を集めました。ぜひ夏のお昼の参考にしてくだ

「そうめん」
「東中野「阿波や壱兆」の「簡単!極旨!
そうめんレシピ」 満留 邦子／著
一年中そうめん」
田中 嘉織／著

日
7
14
21
28
4

「あえ麵100」
堤 人美／[著]

ソーメン二郎／監修

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

土
6
13
20
27
3

10

🌼7/1（月）、7/31（水）は館内整
理日のため、休館いたします。
🌼7/20（土）10：00～公民館ロ
ビーにて雑誌無料配布を行います。
お誘いあわせの上、是非ご来館
ください。

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）

『御朱印でめぐる九州の神社』/175.9
『街・野山・水辺で見かける野鳥図鑑』

『すみっコぐらし心理テスト』/K140
『新渡戸稲造 』 /K289
/488.2
『ふしぎ!?なんで!?毒生物おもしろ
『不器用な私が家族を笑顔にする魔法のレシピ
超図鑑』/K481
を作れるようになったわけ』/596
『ポケモンレッツゴー!だじゃれ
『農家ごはんと旬野菜レシピ』/596.3
クラブ』/K807
『草取りにワザあり！』/615.6
『空色トパーズとあたらしい友だち』
『ふじのはな物語』/748
/K913
『めぐり逢いサンドイッチ』/913.6
『おばけおばけおばけ!!』/KＥ

7月のおすすめえほん

「ねがいごとをしたら…」のおはなしです。

『オムライスかあちゃん 』
杉原 ヤス／著

『はなたれごぞうさま 』
千葉 幹夫／文

ガミガミうるさいかあちゃんにうんざりし
ていたしげおは、としょかんで、あるほん
をみつけました。そこにかいてあったのは、
ねがいがかなうオムライスのつくりかた。
ざいりょうをそろえて、つくって、ほんに
かいてあるとおり「やさしいかあちゃんに
なりますように」と、ねがいごとを3かい
となえると…

むかしむかし、びんぼうなおじいさん
が、おとひめさまから、はなをたらし
たきたないこどもをつかわされた。そ
のこどもは、ねがいごとをなんでもか
なえてくれる、ふしぎなこども
だったので、おじいさんは、
あっというまにお金(かね)
もちになったけど…

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
7/15
第２月曜
第４月曜
7/8
7/22

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
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

7/3
7/17

第２水曜
第４水曜

東谷

7/10
7/24
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
あんず
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
生活支援ハウス本耶馬渓
東谷つばき地区
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
１４：５０～１５：０５
１０：４０～１０：５５
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
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．４５（２０１９.８）

夏休み真っ最中！海や山に行ったり、旅行に行ったり、みなさんいかがお過ご
しですか？お出かけの合間には、ぜひ図書館へ。図書館には小説以外にも
ちょっとしたマンガやDVDや雑誌など、気軽に楽しめるものも色々ありあす。
夏休みイベントも開催中。クーラーも効いていて涼しいので、夏休みの宿題を
するのにも最適！日ごろ図書館を利用することがないかたも、この夏ぜひ、
図書館に足を運んでみませんか？みなさまのご来館をお待ちしています！

🍉あんな作家、こんな作家🍉
161回芥川賞・直木賞の受賞作が発表になり、芥川賞は今村夏子さん、直木賞は大島真寿美
さんが受賞しました。数多くの作家がいますが、今回は「悪口」「言い訳」「おやつ」を通して作家
の意外な一面を紹介します。これまでのイメージとは違うギャップの数々に、作家たちがい愛お
しくなるはず！
☆『文豪たちの悪口本』/

彩図社

川端康成に「刺す」と恨み言を残した太宰治、女性をめぐって絶交した谷崎潤一郎と佐藤
春夫など・・・。随筆・日記・手紙・家族や友人の証言から、文豪たちの「人となり」が
垣間見れるような「悪口」エピソードを紹介しています。意外な一面を感じられる1冊です。

☆『すごい言い訳』/

中川

越

/

新潮社

浮気を疑われる、生活費が底をつく、原稿がかけない、酒で失敗・・・。この本は
ピンチで追い詰められた文豪たちの弁明の書簡集です。芥川龍之介・林芙美子・夏目漱石
などの作家の、時に苦しく、時に図々しい言い訳にあふれています。作家たちの
「ダメっぷり」や「弱さ」も見どころです！

☆『作家のおやつ』/

平凡社

三島由紀夫・檀一雄・向田邦子など31人の作家たちが日頃食したお菓子やフルーツなどを
紹介しています。おやつの甘さや辛さの中に作家の隠された素顔が見え隠れするおやつの
アルバムです。読むときっとお腹が空いてくるはず！

♪8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
9/1 2
3
4
5
6
★開館時間
…１０：００～１８：００
★日・祝も6時まで開館しています。

土
3
10
17
24
31
7

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）

『メモの魔力』/002.7
『初めてのひとり旅』/291.0
『ゴミ清掃員の日常』/518.5
『そうめんの本』/596.3
『うちの香草育てる食べる』/617.6
『大家さんと僕と僕』/726.1
『さよならの儀式』/913.6
『希望の糸』/913.6

『本当に怖い話G-MAX呪』 /K147
『平成の天皇』/K288
『もっとやりすぎ恐竜図鑑』/K457
『ざんねんな生き物事典 もっと』
/K480
『この声とどけ④』/K913
『ようかい川柳』/KE
『ころべばいいのに』/KE
『へんしんバス』/KE

『じじばばのるつぼ』/914.6

8月のおすすめえほん

「むし」のおはなしです。

『かぶとむしのはこびやさん』
やました ゆうこ

『あそぼう！むしのもり』
タダ サトシ

やまのおおきなきのかげにある、かぶと
むしのはこびやさん。なかでは、かぶと
むしがまっています。すると、「おねが
いしま～す」と、みつばちさんがやって
きました。はちみつをおうちまではこん
でほしいのです。さて、かぶとむしさん
は、どうやってはちみつをはこぶので
しょうか？

にんげんのさっちんと、オオクワガタのオ
オクワくんはとってもなかよしです。あめ
あがりのむしのもりで、ふたりはかくれん
ぼをしています。すると、ほかのむしたち
もたくさんあつまってきました。みんなで
「かくれんぼたいかい」です。
おにになったさっちんは、みんなをみつけ
ることができるでしょうか？

移動図書館運行表：夏休み中、樋田小・上津小はお休みします。
曜日
第１月曜
第３月曜
8/5
8/19
第２月曜
第４月曜
8/12
8/26

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
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

8/7
8/21

第２水曜
第４水曜

東谷

8/14
8/28
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
あんず
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
生活支援ハウス本耶馬渓
東谷つばき地区
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
１４：５０～１５：０５
１０：４０～１０：５５
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
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．４６（２０１９.９）

楽しい夏休みもあっという間に終わりましたね。いろんなところにお出
かけした方、離れて暮らす家族と一緒に楽しい時間を過ごした方、それ
ぞれ思い出に残る夏休みになったことと思います。そしてこの時期は夏
の疲れが出やすい時期でもあります。９月後半は運動会が開催される地
域も多いでしょう。しっかり体調を整えて臨んでくださいね。今月も皆
様のご来館をお待ちしています。

スポーツをもっと楽しもう！
夏の甲子園で力闘を見せてくれた大分藤蔭高等学校、去年J１昇格を果たし、勝ちを
進める大分トリニータ、そして10月にはラグビーワールドカップが大分スポーツ公
園で開催されます。大分のスポーツ情報から目が離せません。これを読めばスポー
ツ観戦がさらに楽しくなる！（自分でもスポーツしたくなる？）という本を集めま
した。是非ご一読ください。

「平成スポーツ史
Vol.1～Vol.6」

日
1
8
15
22
29
6

「ラグビーの戦い方」
土井 崇司／著

♪9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 10/1 2
3
4
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。

土
7
14
21
28
5
12

「サポーターを
めぐる冒険」

「パスコースがない?
じゃあ、つくればいい。」
中村 慎太郎／著
小柳 ルミ子／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）

『怖い旅』/147
『九州の島めぐり』/291.9
『NHKスペシャル恐竜超世界』/457.8
『ナコさんちの頑張らない家事』/590
『58歳から日々を大切に小さく暮らす』
/590.4
『はじめての果樹の育て方』/625
『大家さんと僕 これから』/726.1
『八本目の槍』/913.6

『すみっコぐらしいっしょになぞなぞ』
/K031
『安藤百福』/K289
『なんでもつかまえてみる本』/K480
『整理整とんインテリアBOOK』/K597
『ガールズクラフトBOOK』/K750
『ほねほねザウルス 21』/K913
『レストランのおばけずかん』/K913
『だれのパンツ？』/KE

9月のおすすめえほん

「よるってじつは・・・」のおはなしです。

『終わらない夜 』
セーラ・L.トムソン／文

『あかりをけすと』
こばやし ゆかこ/さく

想像してごらん。こんな夜のシーンを。
夜、雪のシーツがかたく、冷たい。ねむ
れないとき、ジャンプするとキルトの
ベットカバーがはるか下にみえる。キル
トの畑、キルトの村。夜、電車遊びをし
ていると、だれもいない廊下からほんと
うの汽笛がひびく。ほか全部で16シーン
のイメージあふれるふしぎな夜の絵に詩
をそえた絵本です。

へややキッチン、せんめんじょ、ろうかの
あかりをけすと、くらやみのなかで、なに
かがうごきだす…!?ちょっぴりこわくてお
もしろい、よるのえほん。なにがどんなふ
うにうごいているのか、なんどもページを
めくって、たしかめてみよう。

移動図書館運行表：9/2は休館日のため、9/16・9/23は祝日のため巡回はありません。
曜日
第１月曜
第３月曜

第２月曜
第４月曜
9/9

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
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

9/4
9/18

第２水曜
第４水曜

東谷

9/11
9/25
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
あんず
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
生活支援ハウス本耶馬渓
東谷つばき地区
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
１４：５０～１５：０５
１０：４０～１０：５５
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
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．４７（２０１９.１０）

食欲の秋・スポーツの秋・芸術の秋・・。いろんな秋がありますが、図書館は
やっぱり「読書の秋」！夜がだんだん長くなり、本を読むのに良い季節。この
機会に本を読んでみませんか？また、10月下旬から１１月初旬にかけて秋の
読書週間。雑誌無料配布やよるのおはなしかいなど、イベントをいろいろ予定
しています。詳細はホームページ等に掲載する予定です。ぜひご覧ください。
「読書の秋」にたくさんのご来館をお待ちしています！

おいしいおはなし
新米、サンマ、くり、さつまいも・・・。この季節はおいしい食べものがいっぱい！ついつい食べ過
ぎてしまいそうですね。今月は「おいしいたべもの」が出てくる小説をいくつか紹介します。読む
ときっとお腹がすいてくるはず。小説ですが、レシピ付きのものもあるので、読んだあとは作って
みるのもおすすめです。
☆『パンとスープとネコ日和』/群

ようこ

母を突然亡くしたアキコは、長年勤めていた出版社をやめ、母が経営していた食堂を
改装して再オープンさせた。メニューはサンドイッチとスープのみ。でも、こだわりの
食材を使い、手間ひまかけたおいしそうなきっとお腹がすいてくるはず！２巻の「福も
来た」３巻の「優しい言葉」４巻の「婚約迷走中」と続編も出ています。

☆『食堂のおばちゃん』/山口

恵以子

姑の一子と嫁の二三が切り盛りする「はじめ食堂」は、昼は食堂、夜は居酒屋として
営業中。夫婦のすれ違い、跡取り問題、仕事の悩み・・・。みんな人生いろいろあるけ
れど、はじめ食堂でご飯を食べれば元気がわいてきます。懐かしい味が満載！作中に出て
くる料理のレシピも載っています。

☆『チマチマ記』/長野

まゆみ

小巻さんの暮らす宝来家で飼われることになった「チマキ」「ノリマキ」の迷いねこ兄弟。
宝来家のみんなが作るおいしそうな料理が目白押し！2匹のねこの目から見た宝来家の
日々を綴ります。おいしいものとねこ好きな方におすすめです。

日
6
13
20
27
3

♪10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 11/1
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。

土
5
12
19
26
2
9

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）

『京都でしたい100のこと』/291.6
『福岡発半日旅』/291.9
『ぴんとこなーす①②』/498.1
『コスパのいい服』/589.2
『台湾スイーツレシピブック』/596.6
『この世を生き切る醍醐味』/778.2
『ラグビー日本代表超入門』/783.4
『世話を焼かない四人の女』/913.6
『乱雨の如く』/913.6

『津田梅子』 /K289
『ヘンなかたちの化石』/K457
『どっちが強い！？ライギョVS
ピラニア』/K487
『天気の子』/K913
『怪談研究クラブ』/K913
『七不思議神社』/K913
『あやしいぶたのたね』/KE
『おばけばたけのおふろやさん』/KE

10月のおすすめえほん

『ハロウィン」のおはなしです。

『モリくんのハロウィンカー』
かんべ あやこ

『トリックオアトリート！』
岡村 志満子

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。モ
リくんとかそうをしたなかまたちは、か
ぼちゃの「ハロウィンカー」にのって、
いろんなおうちで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がたべてしまったの
です！

「おかしをくれなきゃ、いたずらしちゃう
ぞ！」きょうはハロウィン。4にんのこど
もたちがミイラおとこ、ロボットくん、お
ばけなど、とっておきのかそうででかけま
す。4にんはどんなおうちをまわるのか
な？どんなおかしをもらうのかな？たのし
いハロウィンのおはなしです！

移動図書館運行表：祝日・5週目は運休します。
曜日
第１月曜
第３月曜
10/7
10/21
第２月曜
第４月曜
10/28

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
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

10/2
10/16

第２水曜
第４水曜

東谷

10/9
10/23
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
あんず
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
生活支援ハウス本耶馬渓
東谷つばき地区
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
１４：５０～１５：０５
１０：４０～１０：５５
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
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．４8（２０１９.11）

「霜月」の名の通り、暦の上では冬がやってくる11月。朝晩もだいぶ
冷え込んできました。布団に入って本でも読もうと思っても、気づいた
ら眠っていたという人も多いでしょう。長い本を読む時間がない！とい
う人もきれいな景色が載った写真集や雑誌、旅行本はいかがでしょう？
秋の夜長、きっと心を癒してくれますよ！
今月も皆様のご来館をお待ちしております。

いい夫婦の日？
11月22日は語呂合わせで「いい夫婦の日」。この日に結婚式をあげる
人も多いようです。でも「いい夫婦」ってどんな夫婦でしょう？いろん
な形の「夫婦」のコミックエッセイを集めました。是非ご一読ください。

「どんどん仲良くなる 「離婚してもいいですか?」 「スピな夫が何言って
夫婦は、家事をうまく 野原 裕子／著
るかわからない」
えじま りん／著
分担している。」
水谷 さるころ／著

♪11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
12/1 2
3
4
5
6
★開館時間
…１０：００～１８：００
★日・祝も6時まで開館しています。

土
2
9
16
23
30
7

「お互い40代婚」
たかぎ なおこ／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）

『暮らしに役立つかんたんマイノート&
『自分をもっと好きになる♥かわいいの
手帳術』/002.7
ルール』/K159
『うちの子保育園で何してる?』/376.1
『安倍晴明』/K289
『子どもをじょうぶにする食事は、
『危険生物超攻略図鑑』/K480
時間もお金も手間もかからない』/498.5 『みんなが知りたい!宇宙のひみつが
『暮らしを楽しむ、台所』/596.9
わかる本』/K440
『NHK連続テレビ小説なつぞら 上』/726.1 『トムとジェリーの世界遺産の迷路』/KE
『60歳からはじめる自転車ライフ』/786.5 『ひとりでおとまり』/KE
『ごめん。』/913.6
『本好きの下剋上 第1部[1]』/K913

11月のおすすめえほん

「ぽかぽかおふろ」のおはなしです。

『だいこんさんおふろにはいる 』
岡田 よしたか／さく
「きょうは ぼくら おりょうりしてもらう ひ
や。おふろ はいって きれいになろ」だいこ
んのきょうだいは、おふろばにむかいました。
かけゆをしてから、おふろにはいります。か
らだをあらったり、うたをうたったりしてい
ると、おおきなブリがはいってきました。
ブリがでていくと、
こんどは、くしカツさんが
やってきて…。

『おもちのおふろ 』
苅田 澄子/さく
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出(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、
とびらをあけたら、そこはしょうゆのあしゆ。
もーちゃんとちーちゃんがはいろうとしても、
おすしたちはいつまでたってもだれもでませ
ん。つぎのおふろにいってみると…。

移動図書館運行表：祝日は運休します。
曜日
第１月曜
第３月曜
11/18
第２月曜
第４月曜
11/11
11/25

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
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

11/6
11/20

第２水曜
第４水曜

東谷

11/13
11/27
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
あんず
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
生活支援ハウス本耶馬渓
東谷つばき地区
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
１４：５０～１５：０５
１０：４０～１０：５５
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
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．４９（２０１９.１２）

もうすぐクリスマス！みなさんはサンタさんにどんなことをお願いしますか？
図書館でもクリスマスツリーを飾ったり、窓辺や館内の飾りをクリスマス
バージョンにしたりして、クリスマス気分を盛り上げています。クリスマスに
関する本もいろいろあります！ぜひ図書館に足を運んでみてね。そして、
今年も1年、たくさんの方々のご来館ありがとうございました。
来年もまた、本耶馬渓図書館にてみなさまのご来館をお待ちしています！

2019年を振り返る
今年は平成から令和へと時代が変わり、ラグビーワールドカップが盛り上がるなど、明るいニュー
スが色々ありました。しかし、度重なる台風被害や消費税アップなど、つらい出来事もありまし
た。そこで、2019年を本とともに振り返ってみたいと思います。

5月 平成から令和へ
現在の上皇さまの退位にともない、時代が平成から令和へと移り変わりました。
令和の時代、みんなが平和で幸せに過ごせると良いですね。

おすすめ：『平成の天皇』 祓川 学 / 『皇后雅子』 石井 勤 など

9月～11月 ラグビーワールドカップ
日本各地で熱戦が繰り広げられたワールドカップ。大分でも試合があり、日本代表も
決勝トーナメントに進み、大いに盛り上がりました。正直、あまり身近なスポーツでは
なかったラグビー、この機会に詳しくなったかたも多いのではないでしょうか？

おすすめ：『ノーサイド・ゲーム』 池井戸 潤 など

10月 消費税が8％から10％に値上げ
大きな買い物をした時など2％の違いは家計に響きますね。スマホ決済などキャッシュ
レスでお得に買い物を始めるチャンス！また、家計簿をつけて「お金の使いグセ」を
見つめ直してムダを省く良い機会かもしれません。

おすすめ：『1行家計簿』 天野 伴 / 『キャッシュレス徹底活用ガイド』 岩田 昭男 など

★2020年はいよいよ東京オリンピック！皆様にとって良い年になりますように★

日
1
8
15
22
29
5

♪1２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 1/1 2
3
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。

土
7
14
21
28
4
11

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）

『中国秘境紀行』/292.2
『葉と歯ぐきを強くする噛みトレ』
/497.9
『太らない、わたしの習慣』/498.5
『なんて楽しい節約生活』/591
『野菜の「べんり漬け」』/596.3
『しぜんなおかし』/596.6
『吾輩はねこである』/645.7
『潮待ちの宿』/913.6

『古代遺跡のサバイバル①』 /K202
『世界のクルマ大百科』/K537
『ねんどのパン屋さん』/K751
『鬼遊び③』/K913
『ホオズキくんのオバケ事件簿③』
/K913
『みんなのおすし』/KE
『ぽかぽかゆずおふろ』/KE
『おしょうがつバス』/KE

12月のおすすめえほん

『クリスマス」のおはなしです。

『ねこざかなのクリスマス』
わたなべ ゆういち

『わんぱくだんのクリスマス』
ゆきの ゆみこ

ねこざかなは、みなとで「ツリー」と
「えんとつ」のついたいえをのせている
ふねをみつけました。クリスマスのくつ
したもありました。ねこざかなは、くつ
したのなかにはいって、うっかりねむっ
てしまいました。ねこざかなへのサンタ
さんからのプレゼントはなんだったので
しょうか？

「くみちゃん、ことしもサンタさんからプ
レゼントをもらえるね」とけんがいうと
「サンタなんかいるわけないもん」とひろ
しがいいました。「いるもん」「いるわけ
ないもん」と3人がくちげんかをはじめて
しまいました。すると「サンタはちゃんと
いますよ」というこえがして、あかいふく
をきたねこがあらわれたのです！

移動図書館運行表：祝日・5週目は運休します。
曜日
第１月曜
第３月曜
12/16

地区
樋田

第２月曜
第４月曜
12/23

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
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

12/4
12/18

第２水曜
第４水曜

東谷

12/25
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
あんず
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
生活支援ハウス本耶馬渓
東谷つばき地区
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
１４：５０～１５：０５
１０：４０～１０：５５
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
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．50（２０20.1）

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。
7月にはいよいよ東京オリンピックが開催となり、にぎやかな1年とな
りそうです。祝日も去年と少し変わっていますのでご注意くださいね。
今年も利用者の方が足を運びやすい図書館を目指していきたいと思って
います。皆様のたくさんのご来館お待ちしています！

「大人」のマナーは大丈夫？
1月13日は成人の日。2022年4月から法改正で18歳で成人となる
ようです。今から大人になる人は今から、もう大人になった人は改
めてきちんとしたマナーを学んでみませんか？

「三越伊勢丹さん、
「日本人の9割がやって 「<イラスト&図解>
「これ一冊で完ぺき！
社会人1年目の仕事と マナーで失敗しない
いる残念なマナー」
マナーのすべてが
方法を教えてください。」 わかる便利手帳」
マナーの教科書」
話題の達人倶楽部／編
古谷 治子／著

日
5
12
19
26
2

♪1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 2/1
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。

三越伊勢丹ヒューマン・
ソリューションズ／監修

岩下 宣子／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）

『東大教授がおしえる忠臣蔵図鑑』/210.5 『図解大事典悪魔・天使・精霊』/K191
『現場レポート世界のニュースを読む力』 『明智光秀』/K289
/319
『名探偵コナンKODOMO時事ワード
『人気料理ブロガーたっきーママの
2020』/K304
「めんどくさい!」がなくなるレシピ』/596 『食虫植物のわな』/K471
『花と暮らす』/627.9
『ドラえもんひみつ道具百科 タケコプター
『太極拳で100歳まで健やかに美しく生きる』のまき』/K726
/789.2
『ちいさなちいさなほしのあかり』/KE
『勿忘草の咲く町で』/913.6
『しょうがくせいのおばけずかん』/K913

1月のおすすめえほん

「がんばるネズミ」のおはなしです。

『ねずみさんのおかいもの』
多田 ヒロシ/さく
ねずみのきょうだいが、かいものにでました。
かってくるものは、おかあさんが、かみにか
いてくれました。ちからをあわせて、
にぐるまひいて、がらがら
ごっとん、がらがらごっとん。
くだものやさん、パンやさん、
おはなやさん、さて、
つぎはなんのおみせかな?

『おおかみのおなかのなかで 』
マック・バーネット／文
あるあさ、ねずみは、おおかみにぱくっとた
べられてしまいました。ところが、おおかみ
のおなかのなかには、すでにあひるがすんで
いました。あひるは「ここはすみごこちがい
いから、そとにはもどりたくない」といいま
す。そこで、ねずみもいっしょにくらすこと
に。ところが、かりゅうどが
あらわれて…?おもわず
わらえる、ゆかいなえほん。

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

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
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

1/15

第２水曜
第４水曜

東谷

1/8
1/22
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
あんず
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
生活支援ハウス本耶馬渓
東谷つばき地区
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
１４：５０～１５：０５
１０：４０～１０：５５
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
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．５１（２０２０.２）

毎日寒い日が続いていますが、みなさん体調はいかがでしょうか？
2月といえばバレンタインデー！気になる人や、日頃お世話になっている人に
プレゼントを贈ってみませんか？また、たまには贅沢をしておいしいチョコを
自分にプレゼントするのもいいかも！手作りチョコやラッピングに関する本も
いろいろあります。外に出るのがおっくうな季節ではありますが、お出かけ
ついでにちょっと図書館に寄り道しませんか？ご来館お待ちしています！！

春に向けて「らく」ダイエット！
ついこの前お正月が来たと思ったらもう2月！月日がたつのは早いもの。年末年始に食べ過ぎ
たものの体重はまだ戻らず、というかたも多いのでは？そこで、らく～にダイエットができる本を
いくつか紹介します。みんなでらく～にレッツチャレンジ！すっきりとした春を迎えましょう！！

『くびれる1日10回スクワット』吉江 一彦／著
スタイルがよくなる、疲れにくくなる・・・。1日たった10回スクワットをするだけで
理想の体を手にする方法を紹介します。1日10回だけでも毎日続けることが大切！正しい
フォームを身につけてコツコツがんばりましょう。著者の吉江さんのジム「ジャングル
ジム」も素敵です！ らくらく度★★★★☆ 慣れたら平気！

『つかむだけ!みるみるお腹が凹むきくち体操』菊池 和子／著
なんと「つかむだけ」でやせることができるのです！お腹をつかむだけで下腹がやせて
背肉も落ちる「きくち体操」を紹介します。ただ、「つかむだけ」とはいえ、「内臓まで
つかむイメージで！」など、けっこう痛そうです！ らくらく度★★★☆☆ 痛そう！

『てんきち母ちゃんのゆる糖質オフのやせる献立』 井上 かなえ／著
ゆる～く糖質をオフするだけで、1か月でウエスト９ｃｍも減！そんな夢のような
献立を紹介します。糖質が少ない食材を選べばそこそこ食べても大丈夫！ストレスなく
続けられそうです。 らくらく度★★★★☆ でもやっぱり米をたくさん食べたい！

日

♪２月のカレンダー♪
月 火 水 木 金

2
3
9 10
16 17
23 24
3/1 2

4
11
18
25
3

5
12
19
26
4

6
13
20
27
5

7
14
21
28
6

★開館時間
…１０：００～１８：００
★日・祝も6時まで開館しています。

土
1
8
15
22
29
7

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）

『るるぶ沖縄’21』/291.9
『るるぶイタリア’21』/293.7
『子宮がヤバイことになりました』
/49５.４
『ためこまない暮らし』/590
『長く楽しむ、子ども服』/59３.3
『花と暮らす』/627.9
『希みの文』/913.6
『できない相談』/913.6

『イヌ・ネコ・ペット』 /K645
『飛行機のサバイバル②』/K687
『チャールズ・シュルツ』/K726
『ゲキ恋！』/K913
『かいけつゾロリスターたんじょう』
/K913
『1％⑭』/K913
『なんだろうなんだろう』/KE
『10にんのせんにん』/KE

2月のおすすめえほん

2月3日は節分！『おに』のおはなしです。

『オニじゃないよおにぎりだよ』
シゲタ サヤカ

『オニのきもだめし』
岡田 よしたか

みなさんはしっていますか？おには「お
にぎり」がだいすきで、いつもおにぎり
をたべてばかりいるのです！あるひ、に
んげんがおとしたおにぎりをたべたおに
たちは、そのまずさにびっくり。にんげ
んにおいしいおにぎりをたべさせてあげ
たくて、おにたちはてづくりのおにぎり
をもって、にんげんのすむまちにやって
きたのですが・・・。

くら～いよみちを、あかおにたちがあるい
ています。おうちにかえるところです。そ
んなおにたちをまちかまえているのは、ひ
とだま・ゆうれい・がいこつなど、たくさ
んのおばけたち！おばけにおどかされっぱ
なしのおにたちは、ぎゃくにおばけをおど
かそうとかんがえますが・・・。おにたち
はぶじにおうちにかえることができるので
しょうか？

移動図書館運行表：祝日・5週目は運休します。
曜日
第１月曜
第３月曜
2/3
2/17
第２月曜
第４月曜
2/10

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
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

2/5
2/19

第２水曜
第４水曜

東谷

2/12
2/26
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
あんず
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
生活支援ハウス本耶馬渓
東谷つばき地区
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
１４：５０～１５：０５
１０：４０～１０：５５
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
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．52（２０20.3）

寒さが少し和らぎ、もうすぐ春がきますね。春を彩る花と言えば桜。今
年の大分の桜の開花予想日は3/20（金）となっています。そろそろ
お花見を心待ちにしている方も多いのではないでしょうか？本耶馬で桜
見物ができる秘密の場所と言えば図書館！窓から見る景色は最高です
よ！お散歩もかねて、是非足をお運びください。皆様のご来館をお待ち
しています。

DVDも貸出できます。
図書館にはDVDが置いてあることを、ご存知ですか？あの有名な映画のDVDが無料
で貸出できるのです！でも実は図書館のDVDは著作権の関係のため、とても高額。図
書館のDVDのことを知ってたくさん利用してくださいね。
貸出点数は5点まで
期間は１週間です。
予約でのお取り寄せが
できませんのでご注意ください。

本耶馬では年２回、新しい
DVDを大人用、子供用と
購入しています。

図書館のDVDは著作権の許諾を受
けた資料になるため市販価格に比べ
てとても高額です。
もし紛失や破損された場合、購入時
と同一の価格での弁償となりますの
で取り扱いにはご注意ください。

日
1
8
15
22
29

♪3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

★開館時間
…１０：００～１８：００
★日・祝も6時まで開館しています。

土
7
14
21
28

★本耶馬で人気のDVD★
大人向け
・みをつくし料理帖①～④ ・弟の夫
・綾小路きみまろ爆笑！最新ライブ
子ども向け
・おしりたんてい ・ちびまるこちゃん
・プリンセスソフィアシリーズ
この他にも色々なDVDがありますので
是非お気軽にお越しください！

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）

『時間をもっと大切にするための小さい
ノート活用術』/002.7
『Word & Excelでできる自治会・PTAで
役立つ書類のつくり方』/021.4
『水族館が好きすぎて!』/481.7
『SNOOPYのいろんな表情を刺繡しよう』
/594.2
『暮らしのまんなか vol.30』/597
『イマジン？』/913.6

『いーすとけん。ふっくらなぞなぞ』
/K031
『ウソつきないきもの図鑑』/K481
『ドラえもん科学ワールド未来のくらし』
/K504
『かわいいパリのハンドメイド ねんどアク
セサリー』/K751

3月のおすすめえほん

『意味がわかるとゾッとする話3分後の恐怖
『まえぶれ』』/K913

「しょうがっこうってどんなところ?」のおはなしです。

『しょうがっこうがだいすき 』
うい／作

えらいこっちゃのいちねんせい 』
かさい まり／

ひらがながかけるように、れんしゅうをし
ておこう。ひとのはなしをきけるようにな
ろう。むずかしいとおもうことは、れん
しゅうしよう…。しょうがくせいになるみ
んなにむけて、しょうがく2ねんせいのせ
んぱいが、
しょうがっこうせいかつを
たのしくすごすために、
16のことをアドバイスします。

ぼくはいちねんせいになったばかり。べん
きょうのじかんは、べんきょうのことだけか
んがえる。はっときがついたら、サッカーの
ことかんがえてた。べんきょう!べんきょう!
はっときがついたら、ねむってた…。
「えらいこっちゃ」が
いっぱいの、はじめての
しょうがっこうの
いちにちをえがきます。

移動図書館運行表：休館日・祝日・５週目は運休します。
曜日
第１月曜
第３月曜
3/16
第２月曜
第４月曜
3/9
3/23

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
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

3/4
3/18

第２水曜
第４水曜

東谷

3/11
3/25
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
あんず
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
生活支援ハウス本耶馬渓
東谷つばき地区
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
１４：５０～１５：０５
１０：４０～１０：５５
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
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）

