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『ぼくにはあながある』
まるやま なお/文芸社
パンやのおじさんは毎日大忙し！あまりに

忙しくてあんパンになるはずだった生地に

穴をあけたまま焼いてしまいます。

そのままあなあきぱんとしてお店に並べま

すがだれも買ってくれません。

パンがシクシクと泣いていると・・・

『ひっこしはバスにのって』
季巳 明代/銀の鈴社
ミミはお母さんとバスに乗ってお引越し

です。生まれて初めて大切なものとお

別れしたミミは寂しくて仕方ありません。

そこに大きな荷物を持った人がバスに

乗ってきました。

『ちょうになったぞう』
佐々木マキ/フレーベル館

キレイな蝶になりたいぞうはぐずぐずと

泣いていました。そこにカメレオンのお

じいさんがやってきて魔法の呪文を教え

てくれます「ちょうになりたいぞう」って

５かいとなえてぱっと目をあけたら！？

★時が見下ろす町（長岡 弘樹/祥伝社）

★帝都一の下宿屋（三木 笙子/東京創元社）

★同潤会代官山アパートメント（三上 延/新潮社）

★たんぽぽ団地（重松 清/新潮社）

★物件探偵（乾 くるみ/新潮社）

★さよなら僕らのスツールハウス（岡崎 琢磨/KADOKAWA）

★見知らぬ町（坂東 眞砂子/岩波書店）

★ねこ町駅前商店街日々便り（柴田 よしき/祥伝社）

★れんげ荘（群 ようこ/角川春樹事務所）

★ばけたま長屋（輪渡 颯介/KADOKAWA）

★みどり町の怪人（彩坂 美月/光文社）

★小説家の姉と（小路 幸也/宝島社）

４月は新年度の始まりです！コロナの影響で３月は長く休館をしておりましたが、その分これから沢山

本を読んでいただけると嬉しいです。気持ちを新たにして本年度も皆様と本の架け橋になれればと思います

４月の月末整理休館日は

４月 ３０日木曜日です。

気を付けてお越しください。

図書館開館日全日開館時間は

１０：００～１８：００です。（■は休館日です。）

アパートや町の名前がタイトルになっている本をご紹介します

新しいまちや場所でこんな出会いや、出来事があるかも！？

新しいまち・場所で！！
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４月になり気持ちも装いも新たになる時

期ですが、今年は新型コロナウィルスの

影響で、なかなか気持ちの切り替えが難

しい日々を過ごしています。こんな時は

休日に気分転換でバーーーっと気持ちを

発散したいのに、国内外の自粛ムードで

なかなはそうはいかず・・・。早く新型コロ

ナの収束・解決をしてもらいたいものです。

早くワクチン・解決策等ができますように。

三光図書館職員による、独断と偏見でえらんだ本を紹介します。

今回は最近の三光図書館の新着本の中から読んでもらいたい本を選びました。

『 気持ちを伝える贈りもの 』

後藤由紀子（著）／大和書房

めったに買い換える機会のな

いものを。作り手が見える地元

の味を…。大人の贈りものに

ふさわしい逸品を、「ありがと

う」「おめでとう」という「気持

ち」別に分けて、エッセイととも

に紹介しています。

４月２３日（木）から５月１２日（火）の期間、こどもの読書週間がはじまります。

三光図書館では、以下のイベントを予定しています。ぜひ皆さんご参加ください。

こどもの読書週間のお知らせ

上記の紹介する本は三光図書館所蔵の本です。

気になる本がありましたら、お気軽に職員に声をおかけください。

その他の新着本からのオススメ本

『 仕事・人づきあいで差がつく知っておき

たい心理テクニック156 』

『 素敵に花一輪 』

『 スッキリ家事でお金を貯める！ 』

『 時間をもっと大切にするための小さい

ノート活用術 』

資料を５冊以上ご利用いただいた方に

しおりをプレゼント！ぜひ､ご活用ください。

しおりは無くなり次第、 配布終了とさせて

いただきます。了承ください。

専用用紙に本の感想( 絵でも大丈夫 )を

書いていただくと、おりがみで作ったプチ

ギフトをプレゼント！

書いていただいた感想は館内または図書

館だよりで紹介する予定です。

あらかじめご了承ください。

三光公民館１階の廊下にて無くなるまで

行っております。

① しおりをプレゼント

③ 本・雑誌の無料配布

② おりがみをプレゼント

お待ちしております♪

上記の本以外にも、

まだまだ所蔵しています！

勝手にオススメ特集
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『とおせんぼ』
村上 しいこ/小学館
ひとりぼっちのこおには、ともだちが

ほしくていろんなひとを「とおせんぼ」

します。しかし、だれもとまってくれ

ません。すっかりおちこむこおに

ですが、ぶじにともだちはできるの

でしょうか？

ほげちゃんまいごになる』
やぎ たみこ/偕成社
ぬいぐるみのほげちゃんは、かぞくみんな

でどうぶつえんにやってきました。ところが

たいへん！ほげちゃんはかぞくとはなれ

ばなれになってしまったのです！ほげちゃ

んはみんなとあえるのでしょうか？

『いくらなんでもいくらくん』
シゲタ サヤカ/イースト・プレス
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「いくらのおすし」です！おし

ろに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

いわれます。するといくらのおすしは・・・。

★ハンドメイド日和（ブティック社）

★羊毛フェルトのくったりマスコット（日本ヴォーグ社）

★大人の自家製（枻出版社）

★タモリめし（大場 聖史/マガジン・マガジン）

★純喫茶レシピ（高山 かづえ/誠文堂新光社）

★暮らし上手のDIY（枻出版社）

★手作り週末木工（学研パブリッシング）

★家具をかっこよくDIYする本（学研プラス）

★UVレジンアクセサリー事典140（西東社）

★レジンで作る幻想アクセサリー（ブティック社）

★かわいい消しゴムはんこ（mogerin/朝日新聞出版）

ほかにもいろいろありますよ～♪

５月はお出かけするのに良い季節♪と言いたいのですが、今は自粛ムードで難しいところです。でも、これ

からのお出かけの計画を立ててみるのも楽しいかも？早く穏やかな日々に戻りますように・・・。

５月の月末整理休館日は

６月 １日月曜日です。

気を付けてお越しください。

図書館開館日全日開館時間は

１０：００～１８：００です。（■は休館日です。）

手芸・料理・DIYなど、おうちでできることにチャレンジしてみま

せんか？意外とハマって楽しいかも！？

31
24



『 豆腐小僧

双六道中おやすみ 』

京極夏彦
角川書店
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最近、家にいることが多くなってきた為

カップ麺にハマっています。今まで食べた

ことない味や新商品を買ってみたり。お

店に行くと色んなカップ麺があり結構な時

間カップ麺コーナーにいます。これまで食

べきて好きだったのは焼うどんのカップ

麺。湯切りタイプで、味はあっさりして、か

つお節のいい香りがバッチ☆グーです。

廃校が決まった高校に通う学

生達が俳句甲子園をめざす。

舞台は瀬戸内の五木島。過疎

化が進む島で学生達は島の為

に新たな風を巻き起こす。一つ

の言葉にたくさんの思いをつめ

た句は人の心をどう動かす !?

不思議な力をもつ｢ぼく｣。｢ぼ

く｣はふうちゃんの心を救う為、

同じ力をもつ先生のもとへ通い、

ふうちゃんを傷つけた犯人に罰

を与えようと計り始める。罪と

救済の意味を現代の人びとに

問う、子供も大人も泣ける作品。

植物の変化と少女たちの心と

体の変化を絡ませた物語。植

物を愛する孤高の少女・キキと

彼女に惹かれる波留花。二人

のあやうい関係が美しく時に切

ない。女子高特有の空気とﾐｽﾃ

ﾘｰ要素を含んだ幻想小説。

愛犬殺しの罪で父親を訴えた

少年の真意とは。動物虐待で

愛犬を失った中学生の光一は

同級生の沙紗と犯人を捜し始

める。ある決定的な証拠を掴ん

だ光一は司法浪人の久保に相

談し民事訴訟で犯人を訴える。

５人のクラスメイト繰り広げる、

特別でありふれた物語。学生な

らではのすれ違いや回り道が

あり、これぞザ☆青春が描か

れていて読後感はとても良いで

す。題名の仕掛けについて考

え な が ら 読 む の も よ し 。

友情でもなく、同情でもなく、仲

間意識でもない、明帆と陽の少

年たちの絆と闇に迫る。陽が住

んでいたアパートが家事になり、

陽の両親、明帆の彼女・藍子

が焼死体で発見されてから二

人 の 日 常 は 一 変 す る 。

『ぼくたちはきっと

すごい大人になる 』

有吉玉青
光文社

小学生が主人公の短編集。子

どもだからといって単純明快で

はありません。ものすごく複雑

なんです。そんな子ども達が考

えている事を大人が正しく、しっ

かり理解するのは難しい。子供

の気持ちがよくわかります。

『 Ａではない君と 』

薬丸岳
講談社

少年犯罪がテーマです。未成

年の息子が殺人で逮捕されて

しまったら・・あなたならどうしま

すか？この事実が嫌になり見

捨てますか？それとも真実を

知るべく最後まで向き合います

か？読んでいてつらかったです。

個性豊かな妖怪達と人間達の

ドタバタ喜劇。立派な妖怪にな

りたい豆腐小僧は、滑稽達磨と

ともに武者修行の旅に出る。そ

の旅は何の因果か色んな妖怪

達が寄り集まって不毛な会話

や陰謀が。どうなる豆腐小僧!?

５月５日の“こどもの日”にちなみ、子どもたちが中心となる読み物を紹介します。

楽しいものから重いものまで、子ども視線の物語をお楽しみください。

子どもたちが主役を集めました

『 南風吹く 』

森谷明子
光文社

『 ぼくの

メジャｰスプｰン 』

辻村深月
講談社

『 キキ・ホリック 』

森 晶麿
KADOKAWA

『 僕はお父さんを

訴えます 』

友井 羊
宝島社

『か ｢｣ く ｢｣

し 「」ご 「」 と 「 』

住野よる
新潮社

『 福音の少年』

あさのあつこ
角川書店
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『モリくんのあめふりぴーまんカー』
かんべ あやこ/くもん出版
あめのなか、ぴーまんカーにのってみんなで

おでかけしたこうもりのモリくん。しかし、モリ

くんはころんでけがをしてしまいました。そこ

で、ぴーまんはからだをつよくするとしった

みんなが、モリくんのためにぴーまんりょうり

をつくることにしました・・・。

『かたつむりタクシー』

たむら しげる/福音館書店
むしのおやこが、かたつむりタクシーに

のって、おばあちゃんのいえにでかける

ことになりました。きゅうなやまをのぼって

おりて、とてもスリリング！ぶじに、おば

あちゃんのいえにたどりつけるかな？

『カエルのおでかけ』
高畠 那生/フレーベル館
カエルにとっては、あめはとってもいいてん

き！どしゃぶりのなか、かさもささずにおで

かけすることにしました。しかし、おみせで

かったハンバーガーは、あめでぐちょぐちょ！

おいしくたべることはできるのでしょうか・・・。

★良いかげんごはん（たかぎなおこ/オレンジページ）

★おづまりこのゆるっとたのしいおうち飲み（日本ヴォーグ社）

★力尽きたときのための簡単ズボラレシピ（ソーテック社）

★福岡で食べたい100のもの（JTBパブリッシング）

★パフェの教本（旭屋出版）

★マルタイ公認愛しの棒ラーメン（山と溪谷社）

★ぷりっつさんちのぶらりうまいもの散歩（KADOKAWA）

★つまみメシ（リュウジ/主婦の友社）

★はらぺこ万歳!（たかぎなおこ/文藝春秋）

★あれを食べに、この山に行ってきました（鈴木 みき/平凡社）

★旅ごはん（小川 糸/白泉社）

ほかにもいろいろありますよ～♪

ついに！6月1日（月）から図書館が再開しました！！自粛生活でお出かけするのが難しいところですが、

こんな時こそ図書館の出番です。いろんな本をたくさん借りて、おうち時間のおともにいかがですか？おすす

め本をいろいろご用意しています。これからも、みなさまのご来館をお待ちしています♪

６月の月末整理休館日は

７月 １日水曜日です。

気を付けてお越しください。

図書館開館日全日開館時間は

１０：００～１８：００です。（■は休館日です。）

6月は食育月間！からだに良いものを食べるのは大切かもしれ

ませんが、やっぱり好きなものをおいしく食べるのがいちばん！

おいしいものが出てくる本を紹介します！
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時間や利用方法に制限はありますが、

約３ヵ月ぶりに三光図書館を開館するこ

ととなりました。今まで利用者の方々には

大変ご迷惑をおかけしました。今後はよ

り一層頑張って参りますが、ただこれだ

けの間、利用者との接点がなかったため、

腕がなまっている可能性があります。。。

その時はこのポンコツを叱咤してください。

約３ヵ月、新型コロナの感染拡大防止にため臨時休館をしていたあいだ、

三光図書館は新刊本を入荷していましたので一部紹介します。

三 光 新 刊 情 報

一 般 書

児 童 書

『 ５８歳から日々を大切に小さく暮らす 』

ショコラ／すばる舎

『いいからしばらく黙ってろ! 』

竹宮 ゆゆこ ／ KADOKAWA

『 いつも卵があるといい』

堤 人美 ／グラフィック社

『おうち筋トレの本』

日経BP

『おうち性教育はじめます 』

フクチ マミ／ KADOKAWA

『 クスノキの番人 』

東野 圭吾／実業之日本社

『ストウブで無水調理魚介 』

大橋 由香 ／誠文堂新光社

『まるすぎるアザラシ 』

桑田 知穂 ／パイインターナショナル

『意識低い系ヨガのすすめ 』

大日野 カルコ ／ナツメ社

『記憶は罪ではない 』

大城 貞俊／コールサック社

『香菜子さんのおとな服練習帖 』

香菜子／宝島社

『女神のサラダ 』

瀧羽 麻子／光文社

『焦眉 』

今野 敏／幻冬舎

『笑って生ききる 』

瀬戸内 寂聴 ／中央公論新社

『心をいやす2人キャンプ 』

マツオカ ミキ／芸術新聞社

『人と食事するのが怖い! 』

朝来 おかゆ／合同出版

『伝説の家政婦志麻さんがうちに来た! 』

タサン志麻／世界文化社

『流人道中記 上/下 』

浅田 次郎／中央公論新社

『いみちぇん! １８ 』

あさば みゆき／ KADOKAWA

『かわいいパリのハンドメイドミサンガ 』

フロランス・ベロー／ほるぷ出版

『くらべてびっくり!やばい進化のいきもの図鑑 』

今泉 忠明／世界文化社

『じごくのさんりんしゃ 』

あさお よう／フレーベル館

『どっちが強い!? Ｘ １と２ 』

エアーチーム／ KADOKAWA

『ふしぎ駄菓子屋銭天堂 １３ 』

廣嶋 玲子／偕成社

『ヘアアレンジパーフェクトＢＯＯＫ 』

新星出版社

『モノのねだん事典 』

大澤 裕司／ポプラ社

『やさいのおにたいじ 』

つるた ようこ／福音館書店

『怪狩り 巻ノ３ 』

佐東 みどり／ KADOKAWA

『小学校では学べない家族と友だち 』

齋藤 孝／ KADOKAWA

『日本史しくじり大図鑑 』

ホビージャパン
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『おにゃけ』
大塚 健太/パイインターナショナル
おにゃけは、ねこのおばけ。「ニャブリ」と

かみつかれると、なんでも「ねこのかたち」

になってしまいます！そんなおにゃけが

まちにやってきて、みんなをねこのかたちに

しようとします。しかし、おにゃけがかなわな

いあいてがいるのです。それはだれでしょう？

『ゆうれいなっとう』
苅田 澄子/アリス館
スーパーでみつけた「ゆうれいなっとう」

だいくんがたべようとすると「うーらーめー

しーやー」とおそろしいこえがきこえてきま

した！なんと、なかからゆうれいがでてき

たのです。

『おろしてください』
有栖川 有栖/岩崎書店
みちにまよったぼくは、あるえきにたどりつい

て、でんしゃにのることにしました。しかし、

そのでんしゃはどこかようすがおかしくて・・・。

トンネルをくぐりぬけると、まわりのみんなが

おばけになってしまったのです！

★心をいやす2人キャンプ（マツオカ ミキ/芸術新聞社）

★キャンプ、できちゃいました。（こいし ゆうか/アスペクト）

★自然と親しむはじめてキャンプ（JTBパブリッシング）

★一人を楽しむソロキャンプのすすめ（堀田 貴之/技術評論社）

★アウトドアひとり旅ガイドBOOK（枻出版社）

★九州キャンプNAVI（KADOKAWA）

★日本百低山（日本山岳ガイド協会/幻冬舎）

★山、楽しんでますか?（鈴木 みき/講談社）

★それいけ避難小屋（橋尾 歌子/山と溪谷社）

★山でお泊まり手帳（仲川 希良/枻出版社）

★げんさんとよーこさんの山ごはん（げんさん/山と溪谷社）

ほかにもいろいろありますよ～♪

7月になりました。梅雨も明けて天気が良くなると、外にお出かけしたり、元気に遊んだりするのにぴったりで

すね。お出かけして疲れたあとはぜひ図書館へ！お気に入りの本を探しておうちでゆっくり読書をしません

か？これからも、みなさまのご来館をお待ちしています♪

７月の月末整理休館日は

７月 ３１日金曜日です。

気を付けてお越しください。

図書館開館日全日開館時間は

１０：００～１８：００です。（■は休館日です。）

夏が来た！外に出て、山やキャンプにおでかけしませんか？

みんなで一緒にご飯を作って食べるのもきっとおいしいはず。

夏のおでかけのおともにどうぞ！



先月、2020年上半期の直木賞・芥川賞候補作品が発表されました。直木賞候補作品は、

どれも中津市内の図書館で所蔵しています。ご覧になりたい作品があればご予約をよろしく

お願いいたします。また芥川賞候補作品は書籍化するまでお待ちください。

【代表】小幡記念図書館
〒871-0056 中津市1366番地1（片端町）
℡ 0979-22-0679 Fax 0979-24-3516
●《三光図書館》℡0979-43-2032 （三光公民館内）
●《本耶馬渓図書館》℡0979-52-3033

（本耶馬渓公民館内）
●《耶馬溪図書館》℡0979-54-3111

（耶馬溪公民館内）
●《山国図書館》℡0979-62-2141
◇メールアドレス：tosyokan@city.nakatsu.lg.jp

◇ホームページ： http://libwebsv.city-nakatsu.jp/

つぶやき

この前、三光公民館周辺でフクロウを

みました！公民館裏の茂みにひっそりと

休憩していたみたいです。スマホのカメラ

で撮ろうとしたのですが、少し遠く、うまく

撮ることができませんでした。窓を開けて

近づこうとしたら、音もなく優雅に飛んで

いきました。もう少し近くで見たかったで

す。フクロウまた来ておくれ～待ってるよ。

第１６３回 直木賞・芥川賞候補作品決定
選 考 会 は ７ 月 １ ５ 日 （ 水 ）

直木賞候補作品（作者名５０音順）

『 雲を紡ぐ 』

伊吹 有喜
文藝春秋

分かりあえない母と娘。やは

り親子の関係は難しい。登場

人物のそれぞれの視点で書

かれているので、普段の自分

と重なりいかに一方的な態度

をとっていると気づかされます。

全ての年代に読んでほしい。

『 じんかん』

今村 翔吾
講談社

武将･松永久秀の壮絶な半生。

久秀は忠誠を尽くしていた信

長に二度の謀反を企てる。民

を想い信じ、正義を貫こうとし

た青年武将がなぜ稀代の悪

人武将となったのか。この世

の不条理に抗った男の物語。

『稚児桜 』

澤田 瞳子
淡交社

能の曲目をベースにした時代

小説。能楽を知らなくても大丈

夫。読了後はもっと能を知りた

くなります。悲哀の中に美しさ

と強かさが折り重なり、程よく

余韻が残る物語たち。美しく

品のある日本文化をどうぞ。

『銀花の蔵』

遠田 潤子
新潮社

大阪万博の時代。百年続く醤

油蔵を舞台にした話。一家で

歴史ある父の実家に移り住む

ことになった銀花。それから家

族を襲う数々の苦難に必死に

向き合いながら少女は大人に

なっていく。感動の大河小説。

『少年と犬 』

馳 星周
文藝春秋

犬を愛する人にとっては涙な

しでは読めません。本当です。

2011年秋、仙台で犯罪まがい

の仕事で生計を立てている和

正は一匹の犬･多聞と出会う。

賢い多聞にすぐに魅了されて

いく。和正はどうなっていく？

芥川賞候補作品については、職員までお尋ねください。

芥川賞候補作品（作者名５０音順）

◆ 石原 燃 『 赤い砂を蹴る 』

◆ 高山 羽根子『 首里の馬 』

◆ 三木 三奈 『 アキちゃん 』

◆ 岡本 学 『 アウア・エイジ(Our Age) 』

◆ 遠野 遥 『 破局 』
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『おいで・・・』
有田 奈央/新日本出版社
みどり公園のトイレにはゆうれいがでるという

うわさがある。ところがぼくは、いぬのさんぽ

のとちゅうできゅうにおなかがいたくなった。

ゆうきをだして、このトイレをつかうことにした

のだが・・・。ぼくは、ぶじにトイレからでられ

るのでしょうか？

『あずきとぎ』
京極 夏彦/岩崎書店
なつやすみのあいだは、いなかでくらす

ぼく。かわにいくと、「しょきしょきしょき」と

へんなおとがした。「あずきとぎというおば

けがいるんだよ」とおじいちゃんがおしえて

くれた。つぎのひ、ぼくがかわにいくと・・・。

『帰り道』
有田 奈央/新日本出版社
いつもどおりのかえりみち。しかし、よくみて

みると、みしらぬほそいみちがあったのです！

わたしは、ちょっとこわかったけど、そのみちを

とおってみることにしました。はたして、ぶじに

おうちにかえれるのでしょうか？

★ねことじいちゃん1～6 （ねこまき/KADOKAWA）

★おひとりさまのゆたかな年収200万生活1～3

（おづ まりこ/KADOKAWA）

★親孝行できるかな?（たかぎなおこ/KADOKAWA）

★うまうまニッポン!食いだおれ二人旅（高田 かや/文藝春秋）

★ひとりぐらしこそ我が人生（カマタ ミワ/KADOKAWA）

★うちの猫がまた変なことしてる。1～5（卵山 玉子/KADOKAWA）

★消えたママ友（野原 広子/KADOKAWA）

★中年女子、ひとりで移住してみました（鈴木 みき/平凡社）

★ナガサレールイエタテール（ニコ・ニコルソン/太田出版）

★ナイフみたいにとがってら1～4（月野 まる/KADOKAWA）

★やめてみた。（わたなべ ぽん/幻冬舎）

8月に入ったら、待ちに待った夏休み！今年はちょっと短いですが、みなさんどんな計画を立てていますか？

いろんな予定で疲れた時はぜひ図書館へ♪現在も5時までの開館でご迷惑をおかけしますが、エアコンも効

ていて、快適に過ごせますよ！みなさまのご来館をお待ちしています。

８月の月末整理休館日は

９月 ２日 木曜日 です。

気を付けてお越しください。

図書館開館日全日開館時間は

１０：００～１８：００です。（■は休館日です。）

旅やペットのことなど、作者の日常や体験などを親しみやすいイラスト

で描くコミックエッセイ。パラパラと気軽に読めるので「すきま時間」に

オススメです。いろいろ読んでみませんか？

23 24
30 31



【代表】小幡記念図書館
〒871-0056 中津市1366番地1（片端町）
℡ 0979-22-0679 Fax 0979-24-3516
●《三光図書館》℡0979-43-2032 （三光公民館内）
●《本耶馬渓図書館》℡0979-52-3033

（本耶馬渓公民館内）
●《耶馬溪図書館》℡0979-54-3111
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●《山国図書館》℡0979-62-2141
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◇ホームページ： http://libwebsv.city-nakatsu.jp/

つぶやき

夏がきましたね。。。夏が苦手な私に

とっては過酷な時期になりました。もうす

でに過ごしやすい秋が恋しいです。。。夏

に突入すると学生時代はよく鼻血を出し

ていました。人間、本当に体内が湯だっ

てくると少しでも体温を下げようを生温か

い血すら外に出そうとするみたいです。

２０分は当たり前。一度４０分経っても勢

いよく出し続けたことがあります。

夏本番！暑さでカラダが疲れたりバテていませんか？夏だからこそ食べたい

料理やスイーツが載っているレシピ本を紹介します！これで夏を乗り切ろう♪

８月７日（金）から８月20日（木）の期間、

三光図書館では下記のイベントを行います。ぜひ皆さんご参加ください。

夏休み イベ ン ト の お知 ら せ

資料を５冊以上ご利用いただいた方に

しおりをプレゼント！ぜひ､ご活用ください。

しおりは無くなり次第、 配布終了とさせて

いただきます。了承ください。

専用用紙に本の感想( 絵でも大丈夫 )を

書いていただくと、おりがみで作ったプチ

ギフトをプレゼント！

書いていただいた感想は館内または図書

館だよりで紹介する予定です。

あらかじめご了承ください。

① しおりをプレゼント ② おりがみをプレゼント

夏 料 理 レ シ ピ 特 集

「カレーが食べたくなったら」
坂田 阿希子 /文化学園文化出版局

「絶対おいしいスパイスレシピ」
カワムラケンジ /木楽舎

「揖保乃糸そうめん献立帖」

ワニブックス

「あなたの知らないﾚﾄﾙﾄｶﾚｰのｱﾚﾝｼﾞﾚｼﾋﾟ」
一条もんこ /扶桑社

「具材2つで!おいしい餃子」
重信初江 /家の光協会

「すっぱい料理」
飛田 和緒 /産業編集センター

「薬味の魔法」
平尾由希 / 主婦の友インフォス情報社

「僕のビアガーデンにようこそ」
笠原将弘 /光文社

「ｸｯｸﾊﾟｯﾄﾞ簡単&絶品!ﾜﾝﾎﾟｯﾄパスタ」
宝島社

「思わず見とれるゼリースイーツ」
大越郷子 /誠文堂新光社

「冷たいデザートの本」
下迫綾美 /枻出版社

「ババロア・ムース・プリン・ゼリー」
主婦の友社

「ヨーグルトのお菓子」
本間節子 /池田書店

「ｼﾞｪﾗｰﾄ、ｱｲｽｸﾘｰﾑ、ｼｬｰﾍﾞｯﾄ」
柳瀬久美子 /主婦の友社

「白玉屋新三郎の白玉レシピ」
白玉屋新三郎 / ﾊﾟﾙｺｴﾝﾀﾃｲﾒﾝﾄ事業部

「チョップドサラダ」
しらいしやすこ /学研パブリッシング

「うしろｼﾃｨ阿諏訪の簡単&絶品!ｷｬﾝﾌﾟ料理」
阿諏訪泰義 /ぴあ

「親子で楽しむアウトドア料理」
太田潤 / PHP研究所
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『ぼくはうさぎ』
山下 哲/あかね書房
ころんは、こいぬのようにみえるうさぎです。

ありひ、かいぬしのさえちゃんのおともだち

に「いぬ」とまちがえられてしまいます。そこ

で、ころんは、「いぬ」になるためのとっくんを

はじめることにしました。

『ゴリラさんだめです』

キューライス/イースト・プレス
うさぎのうさやまさんが、はたけをたがや

していると、ゴリラさんがやってきました。

なんと、ゴリラさんはうさやまさんのにんじ

んをとってしまったのです！！しかも、２

ほんもです！！！

『おばけのてんぷら』
せな けいこ/ポプラ社
くいしんぼうのうさこは、こねこくんのおべんとう

にはいっているてんぷらをみつけました。さっ

そく、うさこはじぶんでてんぷらをつくってみる

ことにしました。すると、いいにおいにさそわれ

て「やまのおばけ」がうさこのおうちにやってき

★気がつけば、終着駅（佐藤 愛子/中央公論新社）

★孫と私の小さな歴史（佐藤 愛子/文藝春秋）

★長生きしたいわけではないけれど。（曽野 綾子/ポプラ社）

★ひとりごはんの愉しみと工夫（有元 葉子/東京書籍）

★いくつになっても（中野 翠/文藝春秋）

★100歳の100の知恵（吉沢 久子/KADOKAWA）

★年を重ねて、今がいちばん（下重 暁子/大和出版）

★寂聴九十七歳の遺言（瀬戸内 寂聴/朝日新聞出版）

★いのちをむすぶ（佐藤 初女/集英社）

★いのち愛しむ、人生キッチン（桧山 タミ/文藝春秋）

★20歳若く見える!きくち体操（菊池 和子/宝島社）

ほかにもいろいろあります！！

まだまだ残暑が厳しい毎日ですが、朝や夜は少し過ごしやすくなってきました。10月1日の中秋の名月も迫り、

月がとてもきれいな時期です！月を見ながらおうちで一杯やるのも良いですね！お酒やおつまみの作り方な

どの本もいろいろと取り揃えています。ぜひ図書館へ！お待ちしています。

９月 ２２日（火） ～９月３０日（水）
図書館システム入替えのため臨時休館します。

ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いします。

図書館開館日全日開館時間は

１０：００～１７：００です。（■は休館日です。）

9月21日は敬老の日。そこで、年を重ねても元気な人生の先輩たち,

今回は女性が記した本を紹介します。生き方のヒントになることもたく

さん。秋の夜長に読んでみませんか？



『 現場川柳』

徳間書店

つぶやき

【代表】小幡記念図書館
〒871-0056 中津市1366番地1（片端町）
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最近、ウォンバットとカバの動画には

まっています。ウォンバットは海外の動物

園の動画で、飼育員さんラブなウォン

バットがしつこく飼育員さんの脚をせめる

動画。それが可愛くて可愛くてたまりませ

ん。カバは旭川動物園のカバの赤ちゃん

でこちらも飼育員ラブなカバの赤ちゃん

が常にカメラ目線で本当に可愛いです。

令和の時代に昭和のおじさん

の日常を覗き見。どうしておじ

さんの日常はどこか可笑しくて、

親しみがあるのか。この本でし

か出会えない、おじさんの普通

なのにどこかセンスを感じる日

常 を お 楽 し み く だ さ い 。

ドラマの撮影中、急性心不全の

ために亡くなった俳優･大杉漣。

その突然の訃報にファンのみ

ならず芸能界も動揺し早すぎる

死を悼んだ。この本は大杉漣

によるエッセイをはじめ、著名

人との対談内容をまとめたもの。

爆笑必至！革命戦士･長州力

さんのTwitterを書籍化したもの。

なぜネット上でわざわざつぶや

いた？その真意とは！？真面

目につぶやいているのにそこ

が面白い。この年齢でＳＮＳに

接する姿はまるで革命戦士だ。

これを読むとこれまでのニュー

スが｢読まなきゃいけないもの｣

から｢読みたいもの｣に変わる

かも。山ちゃんの目のつけどこ

ろに池上さんがブラックに答え

る。現代のニュースは国民に隠

していることが多いようです。

伊集院静による硬派なエッセイ

集。特に後半で載っている麻雀

愛が半端ないです。本当に好

きなんですね麻雀。麻雀に興

味がある人は是非。それ以外

は伊集院節で現代の物事につ

いてストレートに語っています。

団塊世代のひとつの生き方が

ここに。漫画“島耕作”シリーズ

の著者でもある弘兼氏が楽しさ

の源を教えてくれます。人生の

先輩からのアドバイスをご覧く

ださい。特に最終章はまぁまぁ

参 考 に な る と 思 い ま す 。

『 １００年人生

七転び八転び 』

外山滋比古
さくら舎

９５年の重み。“人生はいくつに

なっても試行錯誤、だから楽し

い”といえる外山さんはすごい

です。今年の７月亡くなるまで

原稿を手書きし思考し続けるパ

ワーの源が載っています。健全

な知的がたくさんあります。

『歌丸ばなし 』

桂 歌丸
ポプラ社

歌丸師匠の落語噺８篇。楽に

読めて笑えます。歌丸さんの茶

目っ気や上品さが読んでいて

充分伝わってきます。あとなぜ

か歌丸師匠の声も・・。この語り

口は笑点そのもの！笑点好き

はぜひ読んでもらいたいです。

ものづくり大国ニッポンの現場

の声を聞いてくれ～！日々おっ

さんたちは見えたり、見えない

何かと闘っています。笑えま

す！泣けます！面白くて哀しい

おっさんの心の声。読後自然と

感謝の気持ちが芽生えます。

三光図書館に所蔵している、ナイスでミドル以上のおじさま達の本を紹介します。

今さらですが、これが本当のおっさんラブ。

残暑のおじさま特集

『幻の哀愁おじさん 』

岩井ジョニ男
文藝春秋

『 大杉漣 』

河出書房新社

『 いまどうしてる？』

長州 力
ワニブックス

『生!池上彰×山里亮太

深読みニュース道場 』

池上 彰
KADOKAWA

『 大人の

カタチを語ろう 』

伊集院 静
集英社

『 人生は70歳からが

一番面白い』

弘兼憲史
ＳＢクリエイティブ
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『モリくんのハロウィンカー』
かんべ あやこ/くもん出版
もうすぐハロウィン。こうもりのモリくんはみ

んなでハロウィンパーティーをすることにしま

した。ハロウィンカーをつくって、おかしをあつ

めます。しかし、ねずみのきょうだいが、みん

なであつめたおかしをかってにたべてしまっ

たのです！

『いもほりバス』
藤本 ともひこ/すずき出版
「おはようございバス」きょうは、いもほり

バスにのってみんなでいもほりにでかけ

ます。しかし、ちいさいいもしかほれませ

ん！こんなときは、いもほりバスのでばん

です！おおきなおいもは、ほれるかな？

『やきいもするぞ』
おくはら ゆめ/ゴブリン書房
もりはおちばだらけで、はたけはおいもだらけ

！こうなったら、みんなでやきいもたいかいで

す！やきいもたいかいのあとは、おならたい

かい！さて、だれがゆうしょうするでしょうか？

★食堂のおばちゃん（山口 恵以子/角川春樹事務所）

★マチのお気楽料理教室（秋川 滝美/講談社）

★パンとスープとネコ日和（群 ようこ/角川春樹事務所）

★ランチのアッコちゃん（柚木 麻子/双葉社）

★風のベーコンサンド（柴田 よしき/文藝春秋）

★めぐり逢いサンドイッチ（谷 瑞恵/KADOKAWA）

★ちょこっと、つまみ（阿川 佐和子 ほか/河出書房新社）

★荒野の胃袋（井上 荒野/潮出版社）

★楽しいこといっぱい65（栗原 はるみ/扶桑社）

★ごはんのことばかり100話とちょっと

（よしもと ばなな/朝日新聞出版）

ほかにもいろいろあります♪

食欲の秋！芸術の秋！スポーツの秋！いろんな秋がありますが、図書館はやっぱり読書の秋！！夜も長く

なってきたので、本を読むのに良い季節ですね。また、手芸やお菓子作りの本などを借りていろいろ作ってみ

るのも楽しそうですね。みなさまのご来館をお待ちしています。

10月の月末整理休館日は

１０月 ３１日 土曜日 です。
気を付けてお越しください。

図書館開館日全日開館時間は

１０：００～１７：００です。（■は休館日です。）

秋といえば食欲の秋！新米・いも・栗・さんまなどおいしいものが

たくさん。そこで、今月はおいしそうな食べ物がでてくる小説やエッセイ

を紹介します。秋の夜長のお供にどうぞ！！



１０月２８日（水）から１１月９日（月）より、秋の読書週間がはじまります。

三光図書館では、以下のイベントを予定しています。ぜひ皆さんご参加ください。

『 天保十四年の

ｷｬﾘｰｵｰﾊﾞｰ 』

五十嵐貴久
ＰＨＰ研究所

つぶやき

【代表】小幡記念図書館
〒871-0056 中津市1366番地1（片端町）
℡ 0979-22-0679 Fax 0979-24-3516
●《三光図書館》℡0979-43-2032 （三光公民館内）
●《本耶馬渓図書館》℡0979-52-3033

（本耶馬渓公民館内）
●《耶馬溪図書館》℡0979-54-3111

（耶馬溪公民館内）
●《山国図書館》℡0979-62-2141
◇メールアドレス：tosyokan@city.nakatsu.lg.jp

◇ホームページ： http://libwebsv.city-nakatsu.jp/

夜の２２時以降、少し離れた山の向こう

側から「まもるちゃーん。まもるちゃーー

ん。」とまもるちゃんを呼ぶ女性の声が聞

こえてきます。その声はとても儚く、ほん

とうに帰ってきてほしそうです。そのまも

るちゃんとは、犬なのか、猫なのか、また

は人なのか。。。まもるちゃん、はやく帰っ

ておやり。心配してるよ。その方。

染みが出来るのは生きてる証。

何にも持っていない(無印)の三

十次郎は、急遽引継いだクリー

ニング店で色んな染みに関わ

ることで失敗しながらも確実に

成長していく。読了後は無性に

アイロンがけがしたくなります。

シミ抜きテクニックもあり。

『 母さんは料理が

へたすぎる 』

白石睦月
ポプラ社

主人公の龍一朗が本当に出来

た子なんです！ここまで自律し

てほしくないですが、ここら辺

(三光)の騒がしい子達に龍一

朗の爪のアカを煎じて飲ませた

いくらいです！本人も個性豊か

ですが、妹達・両親もかなり個

性的。とても素敵な読み物です。

これぞ痛快！大江戸エンター

テイメント。今でいう違法カジノ

で稼いだお金をばらまいて地

位を得た悪人から悪人に騙さ

れた人たちがお金を奪い取る

物語。映画の超高速！参勤交

代と嘘八百を混ぜ合わせたよ

うな感じです。ドタバタが面白い。

勝手にオススメ小説特集

『洗濯屋三十次郎 』

野中ともそ
光文社

三光図書館職員による、独断と偏見でえらんだ本を紹介します。

面白そうなのになぜが三光の本棚に埋もれてしまっている良作をぜひ読んでください。

秋 の読書週間 の お 知 ら せ

お待ちしております♪

資料を５冊以上ご利用いただいた方に

しおりをプレゼント！ぜひ､ご活用ください。

しおりは無くなり次第、 配布終了とさせて

いただきます。了承ください。

① しおりをプレゼント

三光図書館で1点以上貸出したらスタンプ

１つ差し上げます。（ 一日一回まで ）

貸出スタンプ３つ集めると、折り紙で

作ったみんなでつかえる季節の折り紙

雑貨をプレゼント！

② 折り紙で作った雑貨をﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ
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『コックのぼうしはしっている』
シゲタ サヤカ/講談社
まちでいちばんにんきのレストランはきょう

もおおいそがし！そんなレストランに、かおを

「みどりいろ」にしたコックがいます。わざと

かおいろをわるくして、ずるやすみをしようと

しているのです！しかし、コックのぼうしは

それをずっとみていたのです・・・。

『しょうぼうしのくまさん』

フィービ・ウォージントン/福音館書店
あるところに、しょうぼうしのくまさんが

すんでいました。いつもくまさんはおお

いそがし！そんなはたらきもののくまさん

のいちにちにせまる、ドキュメンタリー

さくひんです！！

『ゴリラのくつや』
谷口 智則/あかね書房
ぼくのとうちゃんはくつや。とうちゃんがつくる

くつはだいにんきで、いつもおきゃくさんが

いっぱい！それをみていたぼくも、とうちゃん

にくつをつくってもらいたくなりました。さて、

とうちゃんはどんなくつをつくってくれるかな？

★ゴミ清掃員の日常 （滝沢 秀一/講談社）

★強力伝（新田 次郎/小学館）

★ちょっとフレンチなおうち仕事（タサン志麻/ワニブックス）

★会社をやめて喫茶店はじめました（金井 ナオミ/イースト・プレス）

★精神科ナースになったわけ （水谷 緑/イースト・プレス）

★中村好文小さな家の物語（中村 好文/平凡社）

★「つくる」のある暮らし（日本ヴォーグ社）

★物語を売る小さな本屋の物語（鈴木 潤/晶文社）

★おっぱい先生（泉 ゆたか/光文社）

★小林カツ代と栗原はるみ－料理研究家とその時代

（阿古 真理/新潮社）

秋も深まってきて、温かいものが恋しい季節になってきました。腹巻き・カイロ・ひざかけ・ラーメン・おでん・中

華まん・あたたかいカフェオレ・・・。これはますますコンビニに寄り道しちゃいますね！ここで少し気が早いです

が、12月のお知らせです。毎年12月の本の点検ですが、今年はありません！（9月に終了しているためです。）

火曜と年末以外は開館していますので、たくさんのご来館をお待ちしています！

11月の月末整理休館日は

１１月 ３０日 月曜日 です。
気を付けてお越しください。

図書館開館日全日開館時間は

１０：００～１７：００です。（■は休館日です。）

11月23日は勤労感謝の日。そこで、いろんな仕事の裏側に迫った

本を紹介します。新しい発見もあるかも？年末に向けて何かとバタ

バタしてくる前に、ちょっと読んでみませんか？



三光新刊本をご紹介

『 落語ｷｬﾗｸﾀｰ

絵図 』

美濃部由紀子
ﾒｲﾂﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｺﾝﾃﾝﾂ

『 潜入!天才科学者

の実験室１ 』

汐文社

つぶやき

【代表】小幡記念図書館
〒871-0056 中津市1366番地1（片端町）
℡ 0979-22-0679 Fax 0979-24-3516
●《三光図書館》℡0979-43-2032 （三光公民館内）
●《本耶馬渓図書館》℡0979-52-3033

（本耶馬渓公民館内）
●《耶馬溪図書館》℡0979-54-3111

（耶馬溪公民館内）
●《山国図書館》℡0979-62-2141
◇メールアドレス：tosyokan@city.nakatsu.lg.jp

◇ホームページ： http://libwebsv.city-nakatsu.jp/

最近ちょこちょこ映画を観に行くようになっ

たんですが、本当に見たい映画がコロナの影

響で延期の延期でなかなか公開されず待ち

続けいる状態です。本来なら今年の４月公開

だったのが１２月へと延期となり、そして再来

月か～と思い詳細を確認しようとサイトを見た

ら、来年の１月となっていました。観たいけど、

もう待ちすぎてどうでもよくなっています。

ついつい考えすぎちゃう絵本作

家のさまざまな「欲」をスケッチ

と共に書きとめたもの。あ～よ

くわかるなと思うところが多々

あります。ハイチュウの回が可

愛いです。あとアーヤとフーヤ

の絵本ができたらいいな。

アマビエ人気の便乗本ではあ

りません。日本に古来からある

悪疫を封じるパワーがあるとさ

れてきた護符。その代表１０種

を詳しく記載。読後はこれらの

護符が欲しくなる。とても勉強

になりました。とても面白い！

コロナ禍の影響で面倒くさい人

の嫌さ加減をより感じるように

なっていませんか？私はなって

います。今まで外出することで

発散していたことが出来なく

なったのでこれを読んで気持ち

を落ち着かせたいです。切実に。

怖いのに面白い本が登場！個

人的には生き霊は信じていま

す。昔意地悪な人が金縛りや

夜中無意識に家の中を徘徊す

ると聞いて以来信じるようにな

りました。人ってすごいと思い

ました。生き霊も十人十色。

「万能の人」レオナルド・ダ・ヴィ

ンチ。現代でも人々を魅了する

数々の代表作品を貴重な図版

と共に紹介。また当時の書簡

や評伝などを用いてどんな人

物だったかを解説。ダヴィンチ

を探す旅に出かけてみよう。

イラストと文章で落語を見る本。

この本は５代目古今亭志ん生

のお孫さんが書いた本のため

江戸落語が主です。てやんで

い！ばーろー！しゃらくせぇ！

今にも飛び出てきそうな江戸っ

子たちを楽しんでご覧ください。

日本の歴史上の悪人をあつめ

た本です。ただ、悪人は本当に

悪人なのか？それとも政治に

よって作られた悪人なのか？を

詳しく教えてくれます。日本史

が苦手な人でも楽しめる本。さ

くっと読んで知識をゲット！

『地獄の歩き方 』

金の星社

死んでから困らないように地獄

について勉強しませんか？こ

の本は死後の世界・地獄につ

いて仏教の教えのもとに解説し

たもの。閻魔様は色んなアイテ

ムを使ってしっかり見ています。

日頃の行い気を付けて～！

太古からの偉人たちの知る力

は素晴らしいです！本当に天

才です！だって身近なものから

ヒントを得て地球をはかったり、

宇宙を知ろうとするんですから。

発想のはじまりの次元が違い

すぎて読んでいて脱帽しました。

今回は最近三光図書館に入れた新着本のなかから、ぜひみなさんに

読んでもらいたい本たちを紹介します。小説以外もオススメ！面白ですよ。

『 欲が出ました』

ヨシタケシンスケ
新潮社

『 疫病退散』

島田裕巳
サイゾー

『 面倒くさい人の

トリセツ 』

榎本博明
河出書房新社

『 ヤバい生き霊 』

ｼｰｸｴﾝｽはやもと
光文社

『 ﾚｵﾅﾙﾄﾞ･ﾀﾞ･

ｳﾞｨﾝﾁを探して 』

ｼﾞｮﾙｼﾞｮ・ｳﾞｧｻﾞｰﾘ
東京書籍

『 日本の歴史

人物悪人?事典 』

河合敦
ワニブックス
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『あくたれラルフのクリスマス』
ジャック ガントス/PHP研究所
あくたれねこのラルフはいたずらがだいすき。

セイラのかいねこです。あるあさ、ラルフが

めをさますと、セイラがパーシーというねこを

だっこしていたのです！「パーシーとなかよ

くしてね」といわれたけど、いじわるばかりし

ちゃいます。もしかして、これってやきもち？

『はじめてのクリスマス』
庄野 ナホコ/講談社
ねこのルッキオとフリフリがやおやさんの

ところにいくと、「クリスマスツリーにさげ

るくつした」をもらいました。サンタさんか

らプレゼントをもらいたいふたりは、さっそ

くツリーのじゅんびをします。

『からあげ』
あおき ひろえ/アリス館
きょうはクリスマス。ケンぼうのおかあちゃん

がつくったのは、チキンじゃなくてからあげ。

ケーキのかわりにかわらせんべい。ケンぼ

うは、たかしくんのママみたいな、びじんで

やさしいおかあちゃんがほしくなって・・・。

★空前のキャンプブーム★
夏場だけでなく、秋冬になってもブームは続いているようです。

日常を忘れ自然のなかのびのびと過ごすのは楽しいのかな？

『キャンプ、できちゃいました。』（こいし ゆうか/アスペクト）

『完全焚火マニュアル』（笠倉出版社）

『ヒロシのソロキャンプ』（ヒロシ/学研プラス）

★巣ごもり消費で色々とお店から姿を消す★
ホットケーキミックスや小麦粉などが一時的になくなりました。お家でお

菓子づくりをしたのですね。私はカップラーメンを今年はよく食べました。

『おやつですよ』（なかしま しほ/文藝春秋）

『へたおやつ』（白崎 裕子/マガジンハウス）

『コウケンテツのおやつめし』（コウ ケンテツ/クレヨンハウス）

12月です🎄クリスマスに冬休みにお正月とイベント目白押しで、子供にとってはワクワクです。しかし、大人に

とっては何かと慌ただしい日々の始まりですね。。。そして、いろいろあった2020年も残すところあと1か月！た

くさんのみなさまにご来館いただき、ありがとうございました。迎える新しい年も、どうぞよろしくお願いいたしま

す。2021年が、みなさまにとって良い年になりますように。。。

１２月２９日～１月５日
年末年始のため休館いたします。

年内は２８日まで、新年は６日から開館します。

図書館開館日全日開館時間は

１０：００～１７：００です。（■は休館日です。）

あっという間に過ぎようとしている2020年。そこで、今年はやったあれこれを、関連する本とともに、

ちょっと振り返ってみたいと思います。

★おうちで筋トレ！健康づくり★
特に春の自粛期間中、散歩をしているかたをたくさん見かけ

ました。もしかしたらうちの近所だけでしょうか？私もしてみた

くなりましたがめんどくさくて。。「エアー散歩」で終わりました。

『やせウォーク』（森 拓郎/扶桑社）

『7Daysスクワット』 （比嘉 一雄/学研プラス）
『ねこ先生トト・ノエルに教わるゆるゆる健康法』

（simico/KADOKAWA）

このほかにも、正代の大関昇進、琴奨菊の引退、

嘉風の訴訟問題などいろいろありました。。

ありがとう2020年！よろしく2021年・・・。



１２月２３日（ 水 ）～１月２９日（ 金 ）の期間、三光図書館内にて、クリスマス・年末年始プ

レゼントのくじ引き・プレゼント配布を行います。貸出カード１枚につき、スタンプカードをお渡

します。スタンプを3つ集めた方からくじ引き、プレゼントを差し上げます。（ スタンプは１日１

冊以上､貸出をした方に１つ差し上げます 。）

ただし、下記の注意事項をお守りのうえ、今年度のクリスマス・年末年始プレゼントくじにご

理解・ご参加いただきますようよろしくお願いいたします。

『 冬の童話 』

白川道
ポプラ社

つぶやき
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もう１２月ですね。今年はいつもとはか

なり違った生活環境・様式を過ごされた

かと思います。図書館も約三か月も休館

するとは思いませんでした。（職員の私で

すらびっくりぽんでしたわ～）そんな影響

も利用者の方々には大変ご不便ご面倒

をおかけしました。来年は心機一転また

地域の図書館として勤めて参りますね。

大家さんの雪子さん。世話好き

が度を越えてちょっとホラーで

す。雪子さん、薫くん、小野田さ

ん、三人の息の詰まるような関

係。読んでいて人と人の距離
感はとても大事と痛感。また中

途半端に関わる薫くんはかなり

苦手でした。モヤモヤします。

『 サンタ ・

エクスプレス 』

重松清
文藝春秋

冬になると読みたくなる一冊。１

２編の短編作品集。表題作は５

歳の女の子の素敵なクリスマ

スを描いた物語。寒い季節を温

かくしてくれる素敵なお話ばか

り。丁寧な言葉遣いと優しい文

章が疲れた心を癒してくれる。

読後は何か食べたくなります。

ハードボイルド系の物語がメイ

ンの著者が書く純愛物語。ピュ

アで切ないです。過酷な運命に

翻弄されつつも愛を育んでいく

聖人とそら。互いのキズには触

れず愛してることだけを伝える

二人の会話はとても甘ーい！

です。とてもよくとろけてます。

勝手にオススメ小説特集

『雪子さんの足音 』

木村紅美
講談社

また三光図書館職員による、独断と偏見でえらんだ本を紹介します。

面白そうなのになぜが三光の本棚に埋もれてしまっている良作をぜひ読んでください。

雑誌付録くじ引き会のお知らせ

● 注 意 事 項 ●

①ク リ ス マ ス プ レゼン ト く じ は 、 先着順 、ひ と り 一回まで 。

② ス タ ン プ カ ー ド が く じ 引 き の 引 換 券 と な り ま す の で 、

紛 失 ・ お 忘 れ の 際 は く じ 引 き に 参 加 で き ま せ ん 。

③ プ レ ゼ ン ト は 無 く な り 次 第 終 了 と な り ま す 。
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『モリくんのりんごカー』
かんべ あやこ/くもん出版
モリくんは、りんごをけずってつくった「りん

ごカー」にのって、みんなでドライブ！しかし、

ゆきみちをすべりすぎたモリくんは、がけから

おちてしまいます。ついたところは、なんと

うみ！！そこにはサメがいたのです。モリく

んたちは、どうなってしまうのでしょうか？

『みかんのめいさんち』
平田 昌広/鈴木出版
ぼくのしんせきのおじさんちは、みかんの

めいさんち！おかあさんが、「まちじゅう

みかんでいっぱいなのよ」とおしえてくれ

ました。いったい、どんなまちなのかな？

もうそうがふくらむえほんです！

『ゆきのうえ ゆきのした』
ケイト・メスナー/福音館書店
ふゆ。「ゆきのうえ」は、しずまりかえってまっ

しろ。それでは、「ゆきのした」ってどうなっているの

でしょうか？うさぎやりすなど、いろんないき

ものがくらしているのです。ちょっとのぞいて

みましょう。

★ぽかぽかメニュー★
実際作ってみると、おいしい！でも、見るだけでも楽しいです。

『冬のおかず帖』（扶桑社）

『グラタン・ドリア』（ワタナベ マキ/誠文堂新光社）

『焚火かこんで、ごはんかこんで』

（どい ちなつ/サウダージ・ブックス）

★もふもふと戯れる★
もふもふの犬や猫と過ごすと幸せな気持ちになれます。

『庭猫』（安彦 幸枝/パイインターナショナル）

『吾輩はねこである』（岩合 光昭/クレヴィス）

『しあわせ4コマ豆柴センパイと捨て猫コウハイ』

（石黒 由紀子/幻冬舎）

明けましておめでとうございます！皆さんは今年、どんな年にしたいですか？みんなでご飯を食べたり旅行に

行ったり、色々できる1年になると良いですね。私はこの1年で肩の周りにお肉が付いたのにビックリ！！しまし

た！！！！この肉を何とか頑張って取りたいと思います。図書館でも、いろんな本を用意してたくさんのかた

のご来館をお待ちしています。2021年もよろしくお願いいたします。

1月の月末整理休館日は

２月 １日 月曜日 です。
気を付けてお越しください。

図書館開館日全日開館時間は

１０：００～１７：００です。（■は休館日です。）

急に寒さが厳しくなってきましたね。そこで、あったかいものにまつわる本をいろいろご紹介します。

年が明けたばかりで慌ただしいところですが、ちょっと時間がある時に読んでみませんか？

★あったか小説いろいろ★
心があたたかくなるような小説です。

『れんげ荘』（群 ようこ/角川春樹事務所）
会社を早期退職してアパートで独り暮らしをはじめた

女性の話。パート2.3.4と続きます。

『マカン・マラン』 （古内 一絵/中央公論新社）
元エリートサラリーマンにして今はドラァグクイーンをして

いるシャールが「夜だけ営業するお店」の話。パート2.3.4と

続きます。

貸出中の本は予約もできます。

読んでみてね！

24

31



先月、2020年下半期の直木賞・芥川賞候補作品が発表されました。直木賞候補作品は、

中津市内の図書館で所蔵しています。ご覧になりたい作品があればご予約をよろしくお願い

いたします。また芥川賞候補作品は雑誌掲載分となっていますので、単行本での所蔵はま

だしておりません。ご了承ください。
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あっけましておめでとうございまーす！

今年も三光図書館をよろしくお願いいた

します。今年のお正月は引きこもり正月

をエンジョイしました。ブリとビールをちま

ちま食べつつネット配信番組と映画を

片っ端見まくりました。肥え太る正月。

せっかく先月の健康診断のために体を

絞ったのですが、元の木阿弥。南無三。

第１６４回 直木賞・芥川賞候補作品決定
選 考 会 は １ 月 ２ ０ 日 （ 水 ）

◆ 宇佐見 りん 『 推し、燃ゆ 』

◆ 尾崎世界観 『 母 影 』

◆ 木崎 みつ子 『 コンジュジ 』

◆ 砂川 文次 『 小 隊 』

◆ 乗代 雄介 『 旅する練習 』

直木賞候補作品（作者名５０音順）

『 汚れた手を

そこで拭かない』

芦沢 央
文藝春秋

いつもように後味の悪さは天

下一品です。５編からなるミス

テリ。各編の登場人物たちは

自分の罪を気づかれないよう

に消そうとするが、事態はさ

らに悪化し結局当事者に最

悪な結末でさらされていく。

『八月の銀の雪』

伊予原 新
新潮社

理系の小説。えっ理系!?と聞

いて抵抗あるあなた。大丈夫、

森〇嗣氏のような内容ではな

いので安心してください。科

学と物語が優しく溶け合い心

地良い世界観です。ファンタ

ジーではない人と科学のお話。

『オルタネート 』

加藤シゲアキ
新潮社

高校生限定のマッチングアプ

リ｢オルタネート」が必須の高

校生が楽しみ悩み傷つき成

長する物語。デジタルが常に

隣合せの現代の高校生。でも

考えていること、悩んでいるこ

とは昔とそんなに変わらない。

『心淋し川 』

西條奈加
集英社

生きる喜びと生きる哀しみが

織りなす時代小説。小さな川

沿いに並ぶ長屋は行き場の

ない人達が行き着く先。理不

尽で不遇の暮らしに希望はな

いよう思える。それでも懸命

に生きる。切なる願いを心に。

芥川賞候補作品については、職員までお尋ねください。

芥川賞候補作品（作者名５０音順）

『 インビジブル』

坂上泉
文藝春秋

戦後の大阪の闇を圧倒的リ

アリティで描き切る傑作長編。

昭和29年、戦後の混乱のな

か警察組織も大きく変わりつ

つあるなか大阪で猟奇殺人

事件が起きる。エリートと叩き

上げが事件解決に挑む。

『 アンダードッグス 』

長浦 京
ＫＡＤＯＫＡＷＡ

1997年､返還前夜の香港で負

け犬たちの逆襲が始まる。裏

金事件に巻き込まれ失脚した

元官僚の主人公が次に巻き

込まれるのは銀行地下に隠

された国家機密を奪取するこ

とだった。結末はいかに。
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『ねこまるせんせいとせつぶん』
押川 理佐/世界文化社
こざかなえんのねこまるせんせいは、なんと

「ほんもののねこ」です！ことしのせつぶん

は、ねこまるせんせいが「おに」になることに

なりました。こどもたちから「おには～そと！」

とまめをぶつけられたせんせいは、いたくて

にげだしてしまいます。すると、そこにいたの

『まめまきバス』
藤本 ともひこ/鈴木出版
きょうはせつぶん！ところが、まちでかい

じゅうおにがあばれているのです。バスと

ねずみたちは、かいじゅうおにに、まめを

ぶつけにいきます。かいじゅうおにをやっ

つけることができるかな？

『オニのふろめぐり』
岡田 よしたか/小学館
ふろめぐりをしているふたりの「あかおに」。

にんげんのおふろやさんで、にんげんをおど

ろかせてあそんでいます。ふたりはつぎに、わ

にのおふろやさんにいきます。しかし、わにが

こわくてとびだしたふたりは、またまたにんげ

★てづくり・・・紙編★
折り紙や切り紙。作業中、その時だけは嫌なことも忘れます。

『切り紙、はじめました。』（石川 眞理子/永岡書店）

『おしゃれな紙で作るちょこっと小箱』（ブティック社）

『大人かわいい折り紙ギフト&ペーパー雑貨』

（ブティック社）

★てづくり・・・布編★
ちくちく作っていると、その時だけは嫌なことも忘れます。

『手ぬいでちくちく布こもの』（ブティック社）

『すみっコぐらしの刺しゅう図案集』（ブティック社）

『まっすぐ手ぬいでかんたん大人服』

（高橋 恵美子/ブティック社）

２月といえばバレンタイン!日頃お世話になっている人に、チョコやお菓子と一緒に感謝の気持ちを伝えるのに

おすすめですね。手作りチョコの本やお菓子の本も色々あるので、ぜひ借りてみてください！そして、寒いこの

時期はこたつでゴロゴロするのに良い季節。お気に入りの１冊とともに、こたつでまったり過ごしませんか？

図書館までの道のりがちょっと寒いかもしれませんが、みなさまのご来館をお待ちしています！

２月の月末整理休館日は

３月 １日 月曜日 です。
気を付けてお越しください。

図書館開館日全日開館時間は

１０：００～１７：００です。（■は休館日です。）

寒くなると外に出るのもおっくう。そこで、おうちでできること、いろいろやってみませんか？あなただけの

作品を作ったり、集中して何かをするのもたまには良いですね！！

★レッツ！みかんアート★
パンツ、腕時計、指輪・・・。みかんの皮を使って色んな作品を

作れます！集中すると楽しいですよ！

『あたらしいみかんのむきかた １・２』

（岡田 好弘/小学館）

『みかんの面白いむき方大百科』

（中村 孝司/スモール出版）

『みかんアート』（笹川 勇/主婦の友社）

貸出中の本は予約もできます。

ぜひ、読んでみてください！
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去年からＹｏｕｔｕｂｅで超大型犬グレート

ピレニーズの動画をみています。とても

癒されています。２匹のワンちゃんが素

敵な人間家族と大きな家や庭で楽しそう

に生活している姿がとても羨ましく、もし

輪廻転生があるならば私もこんな生活を

“犬”として来世では生活してみたいです。

毎日更新してるので全く飽きません（＾＾）

『 お探し物は

図書室まで 』

青山美智子
ポプラ社

悩める人々が立寄る小さな図書室。

そこには無愛想だけど聞き上手な

司書が思いもよらない選書と可愛

い付録で人生を後押ししてくれま

す。明日への活力が満ちてゆく心

温まる物語。本当に心がほっこり。

『 推し、燃ゆ 』

宇佐見りん
河出書房新社

先月発表された芥川賞受賞作品が

ノミネート。果たしてダブル受賞とな

るか!?現代の高校生の日常を生々

しく描写。高校を中退してまで好き

なアイドルにお金をかける心理は

ちょっと理解しがたいですね。

『 オルタネート 』

加藤シゲアキ
新潮社

高校生限定のマッチングアプリ「オ

ルタネート」が必須の高校生が楽

しみ傷つき成長する物語。デジタ

ルが常に隣合せの現代の高校生。

でも考えていること、悩んでいるこ

とは昔とそんなに変わらない。

『 逆ソクラテス 』

伊坂幸太郎
集英社

大人にむけた子供小説。５つの短

編からなる連作。舞台は小学校。

答えのない問題に子供たちが逆境

にもめげず簡単ではない現実に果

敢に挑み一生懸命自分たちなりの

答 え を 見 つ け 出 し て ゆ く 。

『 ５２ヘルツの

クジラたち』

町田その子
中央公論新社

52ヘルツ=届かない声。自分の人

生を家族に搾取されてきた女性と

母親に虐待を受けてきた少年。何

を叫び伝え求めようとしても誰にも

届かない声があるということを知っ

てほしい。そしてその声は届くのか。

『 この本を盗む者は 』

深緑野分
ＫＡＤＯＫＡＷＡ

現実逃避したい方にオススメ。本

嫌いな主人公が曽祖父の蔵書コレ

クションを管理させられることから

物語が始まる。本と本を旅する冒

険ファンタジー。本に呪われた街を

救い出せ！色んな本が出てきます。

『 自転しながら

公転する 』

山本文緒
新潮社

恋愛・親の世話・仕事どれも頑張ら

ないといけない。今の30代からの

未婚女性にはとても突き刺さる内

容です。幸せって無理やりなるもん

なんですかね。そこまでしてしがみ

つかないといけないのでしょうか。

『 八月の銀の雪』

伊予原新
新潮社

理系の小説。えっ理系!?と聞いて

抵抗のあるあなた。大丈夫、森〇

嗣氏のような内容ではないので安

心してください。科学と物語が優し

く溶け合い心地良い世界観です。

ﾌｧﾝﾀｼﾞｰではない人と科学のお話。

『 滅びの前の

シャングリラ 』

凪良ゆう
中央公論社

一ヶ月後に小惑星が衝突し地球は

滅びる。終わりを告げられた世界

で上手に生きられなかった４人が

今わの際まで生きる意味を見つけ

ようとする物語。滅びゆく運命の中

でそれぞれが幸せについて考える。

『 犬がいた季節』

伊吹有喜
双葉社

進学校に迷い込んだ犬が十二年

間、高校生たちの青春を見守って

いく物語。この本のページをめくる

たびに、あの頃の自分に会えるか

も。そして悩めるすべての人たちの

背中をそっと押してくれます。

2021年本屋大賞ノミネート作品

先月、２０２１年本屋大賞ノミネート作品の発表が

ありましたので、各ノミネート作品をご紹介します。

今から各ノミネート作品を読み比べてはいかかで

しょうか。大賞の発表は４月１４日(水)です。
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『ころわんがはるみっけ！』
間所 ひさこ/ひさかたチャイルド
ちょうちょに「はるはいいこと、いっぱいよ！」

ときいたころわんは、はるをさがしにでかけ

ます。なのはなばたけや、のはらへおでかけ。

しかし、ざりがににびっくりしたころわんは、

つくしのはらににげます。するとそこに、おと

もだちの「ちょろわん」があらわれて・・・。

『さくらもちのさくらこさん』
岡田 よしたか/ブロンズ新社
さくらもちのさくらこさんは、ごきげんなな

めです。きぶんをかえようと、そとにでか

けると、ほかのおかしたちがあそんでいま

す。「さくらこさんも、いっしょにあそぼ！」と

さそわれたのですが・・・。

『いたずらおおかみくん』
きむら ゆういち/世界文化社
いたずらだいすきなおおかみくん。あるひ、と

もだちにいたずらしようと、ボールをおもいきり

けっとばしました。しかし、なぜかみんなから

「ありがとう！」といわれたのです。それは、み

んながさがしていたボールだったからです。

なんだかちょうしがくるったおおかみくんは・・・。

★身近な草花★
足元を見るといろんな草花がいっぱい。名前を調べると楽しいです。

『雑草さんぽ手帖』（亀田 龍吉/世界文化社）

『子どもと一緒に覚えたい道草の名前』

（稲垣 栄洋/マイルスタッフ）

『大人の里山さんぽ図鑑』（おくやま ひさし/交通新聞社）

★いろんな鳥★
みかんを木にさしておくと、元気なヒヨドリが全部持っていきます。

『くらべてわかる野鳥』（叶内 拓哉/山と溪谷社）

『ぱっと見わけ観察を楽しむ野鳥図鑑』

（石田 光史/ナツメ社）

『見わけがすぐつく野鳥図鑑』（小宮 輝之/成美堂出版）

３月下旬には桜が開花しますね。桜を見に遠くにお出かけしたり、みんなでお花見するのは難しいかもしれま

せん。でも、近くをウロウロしながらいろんな自然に触れるのも楽しいですよ！桜だけでなく、つくしや菜の花、

鳥や草花・・・。どれもみんな色鮮やかできれいです。散歩にちょっと疲れたらぜひ図書館へ立ち寄ってもらえ

ると嬉しいです。みなさまのご来館をお待ちしています！

3月の月末整理休館日は

３月 ３１日 水曜日 です。
気を付けてお越しください。

図書館開館日全日開館時間は

１０：００～１７：００です。（■は休館日です。）

いのち溢れだす３月。植物や鳥など自然にまつわる本を紹介します！

貸出中の本は予約もできます。ぜひ、読んでみてください！！

★レッツ素敵な庭づくり★
あたたかくて、外で過ごすのに良い気候。

ちょっと自然を加工して、素敵な庭づくりをしませんか？

『一年中センスよく美しい小さな庭づくり』

（朝日新聞出版）

『雑木の庭づくり』 （ブティック社）

『木村博明の10万円でできるDIY庭づくり』

（ブティック社）

『これ一冊ではじめる!庭づくりのためのDIY』

（山田 芳照/ナツメ社）

『キヨミさんのシニアの庭あそびアイデア』

（長澤 淨美/農山漁村文化協会）
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 クスノキの番人

 任侠シネマ

 焦眉

1

2
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 オフマイク

 ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人

1

2

3

 ホームベーカリーでプレミアム食パン

 自然菜園で野菜づくり

 有機・無農薬家庭菜園
 ご当地ふるさと野菜の育て方

4

5

4

5

 流人道中記　上

 希望の糸

ちょっといつもとは違う試みを！今年度の三光図書館の貸出･予約ランキングを調べてみま

した！当館では以下の本がよく読まれているみたいです。気になる本があればぜひお問い合

わせください♪

『 ｢ふつう｣って

なんだ？ 』

ＲｅＢｉｔ 監修
学研プラス

つぶやき

【代表】 小幡記念図書館
〒871-0056 中津市1366番地1（片端町）
℡ 0979-22-0679 Fax 0979-24-3516
●《三光図書館》℡0979-43-2032 （三光公民館内）
●《本耶馬渓図書館》℡0979-52-3033

（本耶馬渓公民館内）
●《耶馬溪図書館》℡0979-54-3111

（耶馬溪公民館内）
●《山国図書館》℡0979-62-2141
◇メールアドレス：tosyokan@city.nakatsu.lg.jp

◇ ホームページ： http://libwebsv.city-nakatsu.jp/

電柱に白バイのお兄さんの上半身の写

真が貼られているのご存じですか？たぶ

ん事後防止の抑止力的に貼っていると思

うのですが、ついついそのお兄さんを見て

しまいます。もろわき見運転ですよね。そ

して余計な妄想してしまいます。このモデ

ルになった経緯や写真を撮っている時の

心情など。運転中のよい暇つぶしです。

現代社会の過剰な「許せない」

という感情は脳の構造が引き起

こしていた!?その構造を｢サイコ

パス」「毒親」などの著者､中野

先生が詳しくわかり易く説明し

てくれています。最近の歪んだ

正義感を理解し、心穏やかに生

きるためのヒントを見つけよう。

『 小学校では学べない

渋沢栄一のやりぬく力 』

齋藤 孝
ＫＡＤＯＫＡＷＡ

今年の大河ドラマの主役であり、

また新一万円札の顔に選ばれ

た渋沢栄一さんの波乱万丈の

一生をこの本で体験してみよ

う！幕末から明治大正昭和と

激動の時代に常にチャレンジ精

神で取り組む姿･考え方は現代

の 私 達 に よ い お 手 本 で す 。

ＬＧＢＴついて知る本。男らしさ

とは？女らしさとは？現代の性

の多様性について知ってほし

い情報を集めています。１０

数年前にくらべてだいぶ知られ

るようになってきた性的マイノリ

ティ。より「自分らしさ」が大切さ

れる社会になってほしいです。

今だからこそ読んでほしい本

『人は､なぜ他人を

許せないのか？ 』

中野 信子
アスコム

今年の大河ドラマの主人公や昨今SNSでの異常な他人への攻撃、ジェンダーについて

意識の違いなど、今話題になっているニュースに関する本を紹介します。

三光図書館 貸出･予約ランキング


