
14

2625

131211

19 212018

２０１８年４月号（ＮＯ．２９）

8

1

10

土木水火 金

543

2827

　　　　　　　4月　　　　2018

月日

30

23

16

9

2

29

22

15

76

24

17

4月になりあの寒さがうそのように暖かくなりましたね。皆様いかがお過ごしでしょうか？

この季節は環境の変化が多くなり体調を崩される方もいらっしゃると思います。そんな時こそ頑張りすぎず

暖かい陽気を感じながらゆっくり過ごしてみることも大切なのかな～と思います。ほどほどに息抜きを！

物事が活発に動くこの時期、変化を楽しみながら毎日楽しく過ごしていきたいですね

４月の月末整理休館日は

5月2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。）

新しい環境、周りの人とどう付き合っていいかわからない・・・

そんな時の対策法を本から吸収してみませんか？

★斎藤孝の「伝わる話し方共感を呼ぶ26のコツ」（斎藤孝/東京堂出版）

★すぐ役立つ話し方とマナーの事典（生活と言葉のマナーの会/法研）

★どんな場面でも対応できる！人前で3分、あがらずに話せる！

33のルール（金井英之/すばる舎）

★三越伊勢丹さん、マナーで失敗しない方法を教えてください。

（森下えみこ（漫画）/宝島社）

★お客様の心をつかむ！接客サービスのルールとマナー（秀和ｼｽﾃﾑ）

★もう、人づき合いで悩まない技術（柿木隆介/扶桑社）

★社会人に必要な９つの力（斎藤孝/ウェッジ）

まだまだあります！お気軽にお尋ねください

『 おもいのたけ』

きむらゆういち/ えほんの杜

どうくつのまえでタヌキがあしをとめた。

「オンドロロンオンドロロン」なかから奇妙

なおとがきこえてくる。なかにあったのは

ちいさなキノコだった。そのキノコがキツネ

の顔に見えたタヌキは・・・
『悟空、やっぱりきみがすき！』

向華（作）施桂栄（訳）/ ポプラ社

あまりに力がありすぎて、友だちから

怖がられてしまった悟空は、ひとりに

なりたくて月の世界へ。月にはウサギの

ヘイヘイがいました。さて二人の出会い

はどんな答えにたどり着くのでしょう

『 くれよんがおれたとき』

かさいまり/くもん出版

友だちのゆうちゃんが、わたしの大切なく

れよんをおってしまった。次の日、ゆうちゃ

んが新しいくれよんを持ってきて「これ、か

わりに使って」と言ったけど、わたしはあり

がとうっていえなくて・・・
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つぶやき

春の陽気に誘われて、外にでる機会が

多くなりました。先日、田んぼの手入れの

手伝いをしてたら、たくさんのつくしを見ま

した。あぜ道ににょきにょきを出ているた

くさんのつくし・・・やっと春がきたなーっと

感じました。これからはお花見が楽しい

季節、どんどん外に出かけては、たくさん

のお花を愛でていきたいですね。

四月は、新年度・新生活がスタートする月。この機会にお金の勉強をしてみませんか？

『 LDKお金の便利帖 』 晋遊舎

確実にお金を貯めるコツをわ

かりやすく紹介。子どもの教育

費、老後資金、さまざまなシー

ンでいるお金。そんなお金にま

つわる不安を上手に解消しま

す。無理なく賢くお金を使って

貯めて増やしましょう。

使 い た い
貯 め た い
増 や し た い お金のはなし

４月２３日（月）から５月１２日（土）より、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、“ お金 ”に関する本

『 図解 誰も教えてくれないお金の話 』

サンクチュアリ出版

『 出費グセがみるみるなおる！

お金が貯まる手帳術 』 KADOKAWA

『 書けば貯まるお金ノート 』 ぴあ

『 まいにち節約ＢＯＯＫ 』 枻(えい)出版

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 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！
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５月の月末整理休館日は ５月３１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。）

５月になりました。皆様いかがお過ごしでしょうか？今年はまだ夏ではないのに早くから暑いですね。

図書館では４月２３日～５月１２日まで子どもの読書週間です。この機会に連休中のどこかで本を読んでみ

ませんか？ゴールデンウィークの人混みに疲れたら少し図書館で休憩するのもいいですよ！

さて、今回の図書館だより表は母の日特集です！！お母さんいつもありがとう！！

『不思議の国のシロウサギかあさん』
ｼﾞﾙ･ﾊﾞｼｭﾚ/いせひでこ（訳）平凡社

不思議の国のアリスに出てくるシロ

ウサギの家庭をシロウサギの奥さん

の日記を通して覗けちゃう！？

『おかあさんげんきですか』
後藤竜二/ポプラ社

母の日なので、手紙を書きます。

思い切って言いたい事を書きます。

お母さんへの言い分がいっぱい！

でも愛情もたくさん詰まってます

『なんでもだっこ！』
ｽｺｯﾄ･ｷｬﾝﾍﾞﾙ/せなあいこ(訳)/評論社

小さな男の子は、無敵のだっこロボ！

大きなものから小さなものまでなんでも

だっこします。ほっこりするだっこ絵本

お母さんのことぎゅってしてあげてね！

いつも頑張るお母さんのために！家事が楽になる技ありの本や

お母さんが書いたおもしろエッセイ本等々をご紹介！

★『うちの子の場合！』KADOKAWA

☆『♯ピヨトト家』ぴよととなつき/マガジンハウス

★『まめ日和』横峰沙弥香/光文社

☆『今日のヒヨくん』やまもとりえ/KADOKAWA

★『園児（エンジィ）のトリセツ』まきりえこ/扶桑社

☆『わたしがラクする家事時間』Ｅｍｉ/ワニブックス

★『家事の手間を９割減らせる部屋づくり』本間朝子/青春出版社

☆『ゆるく暮らす』マキ/マイナビ

★『働くお母さんの楽しみ方』西郷美穂子/朝日新聞出版



本のなかで旅人になる
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最近、運転技術もだいぶ上達し、ドライ

ブが好きになってきました。ゴールデン

ウィークもドライブに行こうと計画を練っ

ていたのですが、行きたかった展望所が

改装中の為、閉鎖していることが判明。

本当に行きたかった場所だったのでとて

も悲しかったです。よよ落涙。

本のなかで旅人になる

『 神様ドライブ 』

浜口倫太郎 /講談社

心に傷を負ったワケあり男二人

の神社巡り珍道中。そこにワケ

あり女も加わって・・・

笑いあり涙ありの青春ロード小

説。読み終わった後には、神社

や日本の神様について詳しく

なっているかも。

『 ごめん 』

原田マハ /講談社

意識不明の夫の口座に振り込ま

れた謎のお金。隠し事がない夫

だと思っていたのに。

妻は振り込み主を探しに高知へ

と旅立つ。人生の岐路に立った

女性たちの物語。

『旅猫リポート 』

有川浩 /文藝春秋

どこが秘密めいた青年と小生意

気な元野良猫のお話。ある時、

一人と一匹は旅に出る。

その旅の行方とは・・・人と生き

物との深い愛情が感じられる作

品です。涙なしでは読めません。

『夜行 』

森見登美彦 /小学館

答えを求めてはいけいない作品。

長谷川さんが姿を消した夜から

１０年。僕ら仲間は鞍馬の火祭り

の日に再会した。彼女は一体ど

こにいるのか・・・日常と非日常

が入り交じる幻想的作品。

『夢より短い旅の果て』

柴田よしき /角川書店

中学生の時に失踪した叔父を探

すために大学の鉄道旅同好会

に入った香澄（かすみ）。

最初は興味のなかった鉄道旅の

魅力に次第に目覚めていく。鉄

道旅をしながら無事叔父を探し

出すことができるのか。

『だから荒野』

桐野夏生 /毎日新聞社

主婦・朋美、４６歳の誕生日に身

勝手な家族を捨て１２００キロの

旅路に出る。ここ出てくる家族は

そろいもそろってダメ人間。

読んでいてムカっとするが、つい

つい先が気になりすいすいと

ページが進む。

『旅』をテーマに小説を集めてみました。物語の中でいっしょに旅をしてみませんんか？
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６月の月末整理休館日は ７月２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。）

６月になりました。雨が降ることが多いこの季節、皆さまいかがお過ごしでしょうか？

５月２日「からすのパンやさん」「だるまちゃんとてんぐちゃん」などの作品で知られる絵本作家で児童文学研

究家のかこさとしさんが死去されました。９２歳でした。

そこで今号のおすすめ絵本はかこさとしさん特集です。かこさとしさん素敵な作品をたくさんありがとうござい

ました。

『だむのおじさんたち』ブッキング
ダムの工事現場を舞台にはたら

く車がたくさん登場！おじさんた

ちはすこしずつすこしずつダムを

築いていきます。加古里子の絵

本デビュー作です

★『はじめての花づくり』主婦の友社

★『１鉢からはじめる花と緑のある暮らし』成美堂出版

★『小花図鑑』グラフィック社

★『ハーブ・ハーブ』兎兎工房/永岡書店

★『苔ボトル 育てる楽しむ癒しのコケ図鑑』電波実験社

★『はじめての観葉植物』宝島社

★『ガラスの中の小さな植物園 テラリウム・デコ』

フロール・パリクス/グラフィック社

★『わたしの部屋の小惑星』ＮＨＫ出版

★『山田香織の盆栽づくりとっておきの“いろは”』山田香織/大泉書店

★『３６５日寄せ植えスタイル』黒田健太郎/グラフィック社

※まだまだあります。お気軽にお尋ねください。

お花を育てて癒されてみませんか？園芸本をご紹介いたします！

『くもりのひのおはなし』 小峰書店

くもりの日に、明日の天気をあてよう

としてみんなで靴をとばしましたが

みんなばらばらで困ってしまいました

そこでもういちどいっせいにとばして

みると・・・
『かっぱとてんぐとかみなりどん』
復刊ドットコム
山で働く人たちは悪さをするかっぱ、

てんぐ、かみなりどんに困っていました。

ある日炭焼きのとうべえはこの三人に

子どものとうへいのお尻とほっぺたと

おへそを持って来いと言われ・・・
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つぶやき

先月、移動図書館車のお手伝い兼、新

一年生への利用説明で小学校へ伺ったと

き、生徒たちが歌っていた、青色のネコ型

ロボットが出てくるアニメのテーマソングが

変わっていたことに驚きました。現代風の

おしゃれな曲調でよくリズミカルに歌えるな

～と感心しましたが、私的には昔のテーマ

ソングのほうが好きだなぁ。

『 グッドラック』

アレックス・ロビラ/ポプラ社

公園のベンチで、５４年ぶりに再

会した幼なじみのマックスとジム。

仕事も財産もすべて失い変わり

果てたジムにマックスは祖父か

ら聞かされた『魅惑の森』の物語

を語る。ジムの心に物語が優しく

語りかけます。

『渇きと偽り 』

ジェイン・ハーパー/早川書房

「ルークは嘘をついた。きみも嘘

をついた」意味深な手紙を受け

取った警察官のフォークは２０年

ぶりに故郷を訪れる。一家惨殺

の犯人は旧友なのか？生まれ

育った町での捜査は彼の脳裏に

苦い記憶を呼び起こしていく。

『 この世で一番の奇跡』

オグ・マンディーノ/ＰＨＰ
仕事に追われ、心も体も打ちの

めされていた「私」が出会ったの

は１００日間繰り返し読み続ける

と人生が変わる『神の覚え書き』

を持った老人だった。老人は不

思議な文書を残して姿を消した。

私の人生は変わるのだろう

か・・・

『 ガラスの封筒と海と 』

アレックス・シアラー/求龍堂

トムの父親は海で死んだ。なの

にトムはいつか船に乗って海に

出ていくことを夢見ている。

ある日ラジオから流れてきたポリ

スの『メッセージ・インア・ボトル

（孤独のメッセージ）』に刺激され、

手紙を瓶に入れ海へ投げ込ん

だ。

『嘘の木』
フランシス・ハーディング/東京創元社

不正を疑われ、スキャンダルか

ら逃れるために島に移り住んだ

高名な博物学者が謎の死を遂

げた。学者の娘は嘘を養分に育

ち、食べた者に真実を見せる実

のなる木を利用して、父の死の

真相を暴く決心をする。嘘の木

が見せる真実とは？

『僕には世界がふたつある』

ニール・シャスタマン/集英社

妄想や幻覚にとらわれた１５歳

の少年は、誰かから殺されそう

な気配におびえる一方、海賊船

に乗っていて船長やオウムと、

世界一深い海を目指している。

いつしか現実と夢が混ざり始め

る・・・。精神疾患の不安な航海

をリアルに描く小説。

手を伸ばしてみませんか？



2018こどもの読書週間イベントのご報告

今年も “ こどもの読書週間 ” にご参加いただきありがとうございました。

この期間にみなさんからいただいた、本の感想やオススメ文をご紹介します。

よむのかむずかしかった

どこどこ動物
有名な安部晴明の子どもだったこ

ろの出来事や出会った人物のこと

を知れて子どものころ、どんなこと

をしたり、見たりしたことが現実で

はなさそうなことばかりでおもしろ

風の陰陽師１

かなしいけどおもしろいです。

ほたるのはか

だいめいもこわいし中身もこわいと

本当にこわいとおもいました

ほかのしゅるいもよみました。

ねこロボットののろい

かんごしさんのまんがが、かんどう

しました。あと、おしごとのことが

いっぱいわかってよかったです。

おしごとストーリー

いっぱいおしごとがあってワクワク

しました。

おしごとずかん
こうえんのおばけずかん

こわいおはなしがおもしろかったで

す。

ふしぎなおばあさんがおもしろいか
ら（ばくばく食べるところ）

ふしぎパティシエールみるか

おばけにたとえば「いやじぶんであ

るいていくんでけっこうです」でいっ

たらのかおがおもしろかったです。

びょういんのおばけずかん

●本のなまえ● ●本のなまえ●

●本のなまえ● ●本のなまえ● ●本のなまえ●

●本のなまえ● ●本のなまえ● ●本のなまえ●

●本のなまえ●

おしゃれになりたい人は、これを読

んで「おしゃれパーフェクト！」をめ

ざせる本です。私もこの本を読んで

ちょびっとカワイクなれました。

おしゃれパーフェクト

２人の女の子がおばあちゃんとおじ

いちゃんがわかいころの６０年前の

世界にいくおなはしです！とてもお

もしろいのでかりてください。

恋のギュービッド大作戦

２ページのおもしろそうなところだっ

たとおもったからやってみるとむず

かしかったのでおもしろかったです。

ものがたりのめいろ

かおがおもしろくてめっちゃわらい

ました。

ぶるわん

最初のばめんは犬がげんきでとて

もかわいかったけど、とちゅうから

犬のたいちょうがわるくなったので、

どきどきしながら見ました。さいごに

は犬のたいちょうがよくなりました。

びせい物のサバイバル

はいきょのびょういんとかこわい本

を夜にみたられいがこの家にいる

のかと思ってねむれませんでした。

本当に怖い話 おんりょうばっこMAX



【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

今月から衣替えの時期となり、徐々に長袖

から半袖に切り替わる時期となりました。

個人的には先月から日中の暑さに耐えかね

て、半袖で過ごしています。まだ夏ではないの

に日中は夏日のように暑いのに対し、夜は肌

寒いときもあり一日の寒暖差にからだを慣ら

すのが大変です。みなさんも日によって変わ

る気温で体調崩さないようお気を付け下さい。

2018こどもの読書週間イベントのご報告

今年も “ こどもの読書週間 ” にご参加いただきありがとうございました。

この期間にみなさんからいただいた、本の感想やオススメ文をご紹介します。

からだだいぼうけん

感どうのお話しでおもしろいからで

す。

君の名は

土曜だけ営業する不思議なカフェ

チボリ。美味しい料理ですっかりく

つろいだ常連客は身の回りでおき

た謎？について語り始める。

「みなさんヒュッゲの時間です」高

土曜はカフェ・チボリで

さいしょにコンノはかせが

ヒトデをつかまえてるのが

おもしろかったです。

しんかいのサバイバル

わたしは、ジェシーが、人魚のリップ

ルに会って、人魚の国に、案内され

ているところが、ワクワクしてきたの

で、おもしろかったです。

フェアリー・レルム③三つの願い

この本はカメンライダー１号からか
めんライダーゴーストまでがくわし
くのっています。ほかにもかいがい
ののにているライダーがあります。

ぜんせんしちょうファイル

●本のなまえ● ●本のなまえ● ●本のなまえ●

●本のなまえ●

●本のなまえ● ●本のなまえ●

感想をくれたみんな､どうもありがとう！！

また来年もよろしくお願いいたします！
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７月の月末整理休館日は ８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。）

だんだんと夏本番に近づく７月。皆さんいかがお過ごしでしょうか

夏休みを満喫する計画は進んでいますか？今年の夏も暑くなりそうなので体調管理は十分お気を付けください

体力をつけるために美味しいモノを沢山食べて、良く動き、心も体も健康に過ごしたいです

今号表は「夏本番アウトドア特集」「昆虫絵本」裏面は「７月１８日発表の直木賞・芥川賞候補作品の紹介」で

す。７月もたくさん本を読んでくださいね！

『なずずこのっぺ？』
カーソン・エリス/フレーベル館

こんちゅうたちがひとつの花の芽をみ

つけました。「なずずこのっぺ？」「わっ

ぱどがららん。」こんちゅうたちはどんな

お話をしているのでしょうか？あなたも

そうぞうしてみね

★『よくわかるはじめての海釣り』大山 俊治

★『トレイルランニングスタートBOOK』枻出版

★『キャンプ、できちゃいました。』こいし ゆうか

★『すぐにできる おいいしい野外料理』JTPパブリッシング

★『親子で楽しアウトドア料理』太田 潤

★『おしゃれキャンプギアBOOK』㈱アスペクト

★『キャンプ大全』晋遊舎

★『星空図鑑』藤井 旭

★『星空がもっと好きになる』駒井 仁南子

★『星空の楽しみ方』高橋 典嗣

※お気軽にお尋ねください。

夏本番！アウトドアに出かけて自然に触れませんか？

『むしっこサーカス』
タツトミカオ/PHP研究所

虫たちが大集合した愉快なサーカスの

はじまりはじまり。団長はカマキリさん

昆虫たちはどんな特技を見せてくれるの

かな？みなさまステージにご注目！

『チョウのはなし』
ダイアナ・アストン/ﾎﾙぷ出版

旅をするチョウ、毒のあるチョウ・・・

世界におよそ２万種いるといわれるチョ

ウは、外見も生態もさまざま！

あなたもチョウの不思議な世界に触れて

みませんか？



先月、2018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

この時期になれば、ソフトクリームがと

ても美味しく感じられるようになりますね。

私にとってソフトクリームはオールシー

ズン好き好んで食べていますが。（もうど

の季節でも美味しい！）ただ、この時期

の青空の下、緑豊かな高原で食べるソフ

トクリームは格別です！今年も九重・阿

蘇あたりで気持ちよく食べたいですね～。

第１５９回 直木賞・芥川賞候補作品決定
選 考 会 は ７ 月 １ ８ 日 （ 水 ）

◆ 北条 裕子 『 美しい顔 』

◆ 古谷田 奈月 『 風下の朱（あか） 』

◆ 松尾 スズキ 『 もう「はい」としか言えない 』

◆ 高橋 弘 『 送り火 』

◆ 町屋 良平 『 し き 』

直木賞候補作品（ タイトル順）

『 宇喜多の楽土』

木下 昌輝
文藝春秋

心優しき宇喜田秀家が、戦国

時代という、力が全ての時代

に民の為、お家の為に、苦し

み葛藤しながらも生き抜いた

物語です。デビュー作、秀家

の父・直家が登場する「宇喜

多の捨て嫁」もおすすめ。

『 じっと手を見る』

窪 美澄
幻冬舎

地方都市で、介護士として働

く人たちが、自身の気持ちに

素直になれないまま、ひっつ

いたり、わかれたりしていま

す。（決して介護職で働てい

る人たちが全てこんな人たち

だとは思わないでください。）

『破滅の王』

上田 早夕里
双葉社

第二次世界大戦下、上海を

舞台に治療法皆無の細菌兵

器をめぐり、男たちの正義と

狂気が交差する。果たして細

菌兵器は地上に散布される

のか！？日本ＳＦ大賞を受賞

した著者が描く近代小説。

『 ファーストラヴ』

島本 理生
文藝春秋

父親殺しで逮捕された女子

大生・環菜。この事件のノン

フィクションの執筆を依頼され

た臨床心理士の由紀は、環

菜との面会を重ねるごとに彼

女の暗くて救いがない過去を

知 る こ と に な る ・ ・ ・ 。

『 傍流の記者』

本城 雅人
新潮社

熱い男たちのドラマ。同期５

人のデキル男たちの出世

レースを描いた連作短編集。

各々の信念を貫き誰がひと

つの椅子に座ることができる

のか！？一気に読め、誰も

が共感・共有できる内容です。

『未来 』

湊 かなえ
双葉社

デビュー作「告白」から１０年。

著者本人が集大成と語る今

作品。“未来”といえば明るい

イメージが最初に浮かぶが、

この“未来”はそんなにたや

すく明るくなりません。暗く切

ない未来を覗いてください。

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（ タイトル順）
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８月の月末整理休館日は ９月１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

１０：００～１８：００です。（■は休館日です。）

８月になり引き続き暑い日が続いていますが、皆様いかがお過ごしでしょうか？

年々気温が上昇していて、この先どうなるのだろうかと心配です(>_<)まだまだ暑い日が続きそうなので体調を

崩さないようにお気を付けください。今月２・３・９日に三光地区の６年生が一日図書館司書体験に来てくれま

す！皆様ぜひ応援にお越しください

『ごんげさま』
柳田国男 /汐文社

神楽舞いで使う木でできた頭「ごんげ様」。

ごんげ様には､霊験があり､頭の痛みや､

火事を防いでくれる力があるという・・・。

訪れる場所でごんげん様は何をする？

ちょっと不思議な世界のおはなし。

●『営繕かるかや怪異譚』小野 不由美/角川書店

●『あなたが愛した記憶』誉田 哲也/集英社

●『屍者の帝国』伊藤 計劃/円城 塔/河出書房新社

●『祝山』加門 七海/光文社文庫

●『梟の月』小松 エメル/角川書店

●『螺旋宮』安東 能明/徳間書店

●『きのうの影踏み』辻村 深月/角川書店

●『ばけたま長屋』輪渡 颯介/角川書店

●『殺人鬼フジコの衝動』真梨 幸子/徳間書店

●『怪談を書く怪談』加門 七海/KADOKAWA

●『宵山万華鏡』森見 登美彦/集英社

静かに忍び寄る恐怖・・・味わってみませんか？

『おしらさま 』
柳田国男 /汐文社

娘と白い馬が夫婦になった。でも娘の父

はそれを許さなかった。悲恋の末､「おし

らさま」になった夫婦。各家庭で祀られる

ようになって不思議なことが起こりだす。

絵本の画力が半端ない。

『 おんなのしろいあし』
岩井志麻子 /岩崎書店

「ぼくはこわくない！」気の強い男の子が

みんなの前で､古い倉庫の中を探検する。

探検中に出会ったしろいあし・・・。そこか

らぼくの恐怖ははじまった。いつまでつい

てくるの・・・やっぱり怖くなっちゃった。



『 森のおくから 』

レベッカ・ボンド /作 ・ゴブリン書房

『すごいね!みんなの通学路』

ローズマリー・マカーニー /文 ・西村書店

『ばあばは、だいじょうぶ』

楠 章子 /作・童心社

『レイナが島にやってきた! 』
長崎 夏海 /作・理論社

『 アーサー王の世界１』

斉藤 洋 /作・静山社

『奮闘するたすく』

まはら 三桃 /著 ・講談社

『こんぴら狗』

今井 恭子 /作 ・ くもん出版

『身近なものでできる自由研究かんたんじてん 』

成美堂出版

『滞空型キッズおり紙ヒコーキ』

いかだ社

『小学生の自由工作パーフェクト低・高学年』

成美堂出版

『自由研究小学生まとめ10分レポートつき』

学研教育出版

『わくわく自由研究工作・観察・実験ブック』

国土社

『小学生のキッチンでかんたんクラフト』

学研

『自由研究にぴったり!夏休みの自然観察 』

成美堂出版

『統計ってなんの役に立つの? 』

誠文堂新光社

『 みぢかなやってみよう図鑑』

チャイルド本社

『観察実験であそぼう! つくってあそべる実験編 』

汐文社

『月の満ちかけ絵本』

あすなろ書房

『天気の自由研究』

永岡書店

『星座を見つけよう』

福音館書店

『見て、学んで、力がつく!こども日本地図』

永岡書店

『杉原千畝と命のビザ自由への道』

汐文社

『 世界でいちばん貧しい大統領からきみへ』

汐文社

『ルイ・ブライユと点字をつくった人びと』

岩崎書店

『マララさんこんにちは』

西村書店

『ワンガリ・マータイ』

汐文社

『ヘレン・ケラーのかぎりない夢』

国土社

『耳の聞こえないメジャーリーガー』

光村教育図書

夏休みの宿題に役に立ちそうな本を紹介します。参考にしてみてください。

【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

小心者のビビリなので、よく驚いた時に

声が出てしまいます。普段の生活であれ

ばたいしたことはないですが、映画館でと

なると話が変わります。上映中、些細な

シーンで体は揺れ、ここぞいう大迫力の

シーンでは、ものの見事によい声が出ま

す。かなり恥ずかしいのですが、止めるこ

とができません。

上記以外の本も所蔵しています。お探しの際は職員までお尋ねください。

読書感想文・読書感想画 自由工作・自由研究

しらべ学習（ 科学編 ） しらべ学習（ 人物編 ）
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９月の月末整理休館日は １０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。）

９月になりました！皆様夏は満喫できましたか？今年の夏もとても暑かったですね💦融けてしまいそうでした

そんな暑い中図書館司書体験に来てくれた小学生の皆さんありがとうございました！そしてお疲れ様でした

夏休みのいい思い出になっていれば嬉しいです(^^)

過ごしやすくなることを願いつつ、読書の秋に向けて沢山本を読んでいただけるといいなと思います

『もしきみが月だったら』
ﾛｰﾗ・ﾊﾟｰﾃﾞｨ・ｻﾗｽ /光村教育図書

月について、月の動きや特徴をお月さま

が女の子に教えてくれる、楽しい科学え

ほん。月って何もしていないように見える

けど、結構地球のため、みんなのために

頑張っています。ありがとうお月さま。

●『 Team383 』 中澤日菜子 /新潮社

●『俺はエージェント 』 大沢在昌 /小学館

●『賢者はベンチで思索する』 近藤史恵 /文藝春秋

●『定年オヤジ改造計画』 垣谷美雨 /祥伝社

●『不条理な弱点』 カツオシD /幻冬舎ﾒﾃﾞｨｱｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

● 『 プラチナタウン』 楡周平 /祥伝社

●『ハナさん 』 森山京 /ポプラ社

●『恋せども、愛せども』 唯川恵 /新潮社

●『虹の岬の喫茶店』 森沢明夫 /幻冬舎

●『老人賭博』 松尾スズキ /文藝春秋

●『わるじい秘剣帖①～』 風野真知雄 /双葉社

おじいさん・おばあさんが活躍する小説をご覧あれ！

『 おつきみおばけ』
せなけいこ /ポプラ社

お月見の夜に泣いている小さなうさぎちゃ

んをなぐさめようと、親切なおばけちゃん

はお団子に化けますが･･･せなけいこワー

ルド満載の「おつきみおばけ」。幼い兄弟

をもつ親御さんにオススメの絵本です。

『 サルくんとお月さま 』
谷口智則 /文溪堂

文字がない絵本。他の動物をうらやまし

がってばかりのサル。ある時、空から落ち、

森のなかで泣いている月と出会う。

絵だけでみんなはどう思うのか。色んな

想像をしてみてページをめくってみよう。

23
30



つぶやき

９月は中秋の名月。お酒のお供に美味しそうな料理本を紹介します！
あと、ほんのばかりのお酒・飲みものの本もご紹介!

【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/

この異常気象のせいで、カエルが涼し

さを求め、家のなかに入ってきます。。。

夜中、微妙な距離から聞こえる“ぺった

ん”、“ぺったん”という何か貼り付きなが

ら進む音・・・聞きなれない音は恐怖心を

あおります。そして、まぁまぁ大きいカエル

が動きまわっているのを確認すると・・・・

私は生きた心地がしませんでした。

上記以外の本も所蔵しています。お探しの際は職員までお尋ねください。

まずは王道おつまみオンリーの本！！

♦ワインのつまみビールのつまみ/旭屋出版

♦おつまみＢＥＳＴ２００/枻出版

♦オ～イ！つまみできたぞ/オイ/翔泳社

♦辛い！おつまみ１０２/柳澤英子/河出書房

♦僕のビアガーデンにようこそ/笠原将弘/光文社

そして、お酒には肉！肉！！肉！！！

♦肉焼き絶品ルール/肉焼き総研/バジリコ㈱

♦餃子だいすき！/日本文芸社

♦肉食やせ！/渡辺信幸/主婦の友社

♦豚ごはん/オカズデザイン/ポプラ社

でも、肉だけじゃ・・・バランスも考えて野菜も食べよう

♦ぜんぶもやしレシピ/きじまりゅうた/世界文化社

♦毎日ごちそうサラダ/Ｇａｋｋｅｎ

♦干し野菜で作る小さなおつまみ/廣田有希/マイナビ

最後に、今後のことも考えて・・・糖質オフでも楽しく一杯

♦糖質オフのダイエット献立/法研

♦「糖質制限」ダイエット/江部康二/講談社

♦美食家ダイエット/プレジデント

フルーティなお酒、飲み物をお供に月を見よう！

♦お家でつくれる！おいしい飲みもの/ＰＨＰ研究所

♦季節を楽しむジャムと果実酒/谷島せい子/成美堂出版

♦ハンドメイドソーダレシピ７７/㈱ｽﾀｼﾞｵｯﾀｸｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ
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１０月の月末整理休館日は １０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

１０：００～１８：００です。（■は休館日です。）

１０月は美味しいモノがたくさん！夏の暑さで食欲が落ちちゃった方もこれからたくさん美味しいモノを食べて

元気を取り戻してくださいね

秋の夜長に本を読もう！推理が面白くて眠れなくなっちゃうかも！？ミステリー小説や上下巻の分厚い本。普

段はなかなか手を伸ばしにくい本にチャレンジしてみませんか？

『おばけのドレス』
はせがわさとみ/絵本塾出版

よるになりました。でもトンコちゃんはまだ

まだねむたくありません。お布団から抜け

出すと窓から一枚の真っ白なぬのがふわ

ふわとんできました。トンコちゃんが素敵な

らくがきをすると・・・

♢ 『 きのこレシピ 』 石澤 清美 他/主婦の友社

♢ 『お芋とお豆のほっこりレシピ』 井上 由香理 /成美堂出版

♢ 『いいことずくめの 長いもレシピ』 角川SSCムック

♢ 『からだにおいしいきのこ料理115』 江口文陽 他/理工図書

♢ 『いも・くり・かぼちゃのスイーツ』 信太 康代/ブティック社

♢ 『 しょうがスイーツ』 永谷園生姜部 /日東書院

♢ 『材料入れてコトコト煮込むだけレシピ』 堤 人美 /主婦の友社

♢ 『 ウー・ウェンの体をあたためるレシピ』 ウー・ウェン家の光協会

♢ 『おいしい日本の煮物』 中野 佐和子/旭屋出版

♢『釣り魚のさばき方』 青島 和之/ブティック社

♢ 『一〇〇年レシピその2』 笠原将弘 /晋遊舎

沢山食べて、元気になろう！お料理の本

『 魔女とケーキ人形』
デイヴィッド・ルーカス / BL出版

お誕生日にひとりぼっちの魔女はケーキ

を焼いて人形をこしらえました。ケーキ人

形に命令をしていろいろさせましたがはた

して魔女はお誕生日を楽しむことができた

のでしょうか？

『 おかしのまち』
青山邦彦/フレーベル館

あるまちにとても美味しいと評判のお菓子

屋さんがありました。そこには家の仕事が

だいすきな手伝い小人のブラウニーがす

みついていました。ところがお菓子屋さん

の主人とけんかをしてしまい・・・
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【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/

今月の２７日（土）から秋の読書週間が

はじまります！今回もしおり、プチプレゼ

ントを頑張って作りました。気に入ってい

ただけると嬉しいです。詳細は読書週間

が始めるまでお待ちください。しおりはな

くなり次第終了し、プチプレゼントはスタ

ンプを集めての交換となります。みなさん

のご参加お待ちしております！

上記以外の本も所蔵しています。お探しの際は職員までお尋ねください。

『 オーパーツ

死を招く至宝 』

蒼井 碧
宝島社

貧乏大学生の前に、顔も体

格もまるで分身かのように瓜

二つな男が現れた。同級生

だという男は、制作不能な古

代民芸品“オーパーツ”の鑑

定士だと高らかに自称する。

謎だらけのオーパーツに引き

寄せられて起こる不可解な殺

人事件を変人鑑定士と貧乏

大学生の“分身コンビ”が解

き明かす。今年『このミステ

リーがすごい』大賞を受賞。

『ポストカプセル』

折原 一
光文社

ポストに入れたラブレター、遺

書、脅迫状、礼状が１５年後

に届いたら？「ポストカプセ

ル」という企画で選ばれた手

紙たちは１５年後差出人のも

とへ。受け取る人の喜び、悲

しみ、戸惑い。手紙が巻き起

こす波紋を当事者の気持ち

になって読んでほしい。という

序章からはじまるこの物語は、

様々な手紙を通して思いもよ

らぬ騒動を引き起こす 。

『 ｲﾆｼｴｰｼｮﾝ・ﾗﾌﾞ 』

乾 くるみ
原書房

８０年代のほろ苦い恋愛小説

かと思いきや、とんでもないト

リッキーなミステリ小説だっ

た！全編にわたる絶妙な伏

線、最後に明かされる真相。

とくに最後の２行でまた読み

返したくなる。大学四年の僕

と彼女（マユ）の話。僕たちは

合コンの席で出会い付き合う

ようになる。いつも会っていた

ふたりは社会人になり次第に

すれ違い衝突していく・・。

『豆腐の角に頭をぶつけ

て死んでしまえ事件』

倉知 淳
実業之日本社

ミステリ６編を収録した作品

集。特に「豆腐で人を殺せる

のか！？」そんなとんちんか

んなタイトルで始まるこの物

語の時代は戦争末期。帝国

陸軍の研究所で、若い兵士

が倒れて死んでいた。その死

体の近くには豆腐の欠片が。

どうみてもこの兵士は豆腐の

角に頭をぶつけて死んだ様

にしか見えなくて・・・。この物

語の結末はいかに！？

『僕と彼女の左手』

辻堂 ゆめ
新潮社

心温まる優しいミステリ。

身体や心にハンディーを抱え

た二人が出会い、日々過ご

すうちに恋におちる。この出

会いは必然で、この出会いが

なければお互いの過去を克

服することはできなかっただ

ろう。結果的には、ラブストー

リーになるけれど、最後に至

るまでの謎と伏線が繊細に

織り込まれており、読み終

わったあと心が軽くなる。

『ワルツを踊ろう 』

中山 七里
幻冬舎

職を失い、父の死をきっかけ

に２０年ぶりに帰郷した溝端

了衛 (りょうえい )。しかし出

戻った村は限界集落となって

いた。閉鎖的な環境のなか、

どうにか村に馴染もうとする

が、やることなすことが空回り

していく。次第に村の住人と

の関係も悪化していく・・・。

最近ニュースになる悲しい事

件かと思いきや、意外な結末

でこの物語は閉じられる。

好きな人も、あまり読まない人もこの秋ミステリー小説を読んでみませんか？
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１１月の月末整理休館日は １１月３０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。）

秋が深まり徐々に冬の気配を感じる季節になりました。皆様いかがお過ごしでしょうか？

インフルエンザなども流行りだすこの時期体調を崩さないようにお気を付けください！

ここでお知らせです。１２月３日（月）～１２月７日（金）まで本の点検の為休館しております。

皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

『 きつねの窓』安房 直子/ポプラ社

鉄砲を担いでぼんやりと歩いていると見慣

れないキキョウ畑にでました。そこで狐を

見つけ追いかけると一軒の染物屋にたどり

つきます。店にいた男の子は「指を染める

のはとてもすてきなことなんですよ」と言う

のです・・・

●『 「めんどくさい」がなくなる100の科学的な方法』

菅原 道仁/大和書房

●『ブレインフィットネスバイブル』髙山 雅行/杉浦 理砂/幻冬舎

●『 「平熱37℃」で病気知らずの体をつくる』吉村 尚美/幻冬舎

●『家事で脳トレ65』加藤 俊徳/主婦の友社

●『 「ほら、あれだよ、あれ」がなくなる本』

茂木 健一郎/羽生善治 /徳間書店

●『顔診断で不調を治す・防ぐ』 渡邉 由/産業編集センター

●『本当はカラダに悪い100のこと』 ＰＨＰくらしラク～る♪ / ＰＨＰ

● 『カラダの不調を整えるスパイス白湯』市野 さおり/宝島社

●『からだ改善エクササイズ』小山 勝弘/成美堂出版

●『100歳まで元気に歩く！正しい歩き方』 洋泉社MOOK

心も体も健康が一番！そんな手助けになりそうな本をご紹介

『 きょうだいぎつねのコンとキン』
村上 桂子/フレーベル館

きょうだいぎつねのコンとキンが草むらで

遊んでいるとまいごの女の子に出会います

「にんげんにはきをつけるんだよ」とお母さ

んに言われていましたがコンとキンは女の

子をお家まで送ってあげようとします

『 きつねのかみさま』
あまん きみこ/ポプラ社

なわとびのひもを忘れたりえちゃんがけん

ちゃんと公園にとりにいくと、にぎやかな

笑い声や歌声がきこえてきました。

2人が歌が聞こえた方をみるとそこには

たくさんのきつねが遊んでいますよ
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【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/

１０月１４日（日）からコスモス祭がはじ

まり、三光公民館周辺はコスモスでとても

キレイでした。見渡す限りのコスモス。今

年は通勤中に見られて嬉しかったです。

森のツリーハウスもとても立派で、人気

が少ない時間帯を見計らってハウス周辺

をプラプラしました。プラプラしてみてわ

かった事はとても高くてヒヤッとしました。

『 ただ生きていく、

それだけで素晴らしい』

五木寛之

ＰＨＰ研究所

今生きづらさを感じている人へ

贈る、珠玉のメッセージ集。

人は悩みや苦しみを抱えて人

生を歩んでいる。ストレスが

あって当たり前だけど、それに

は必ず意味がある。ほっといて

はいけない。生きているだけで

奇蹟だと気づかせてくれます。

『養老孟司の

旅する脳 』

養老孟司
小学館

「養老哲学」へようこそ。養老先

生が人間の脳について軽妙か

つ深く綴っています。そこまで

難しくはありません。先生が考

えるひとつひとつの物事に少し

エッジを効かせて考察していま

す。各１章が短くさらりと読めま

す。日頃の息抜きにどうぞ。

『〆切本 』

―
左右社

明治時代から現代までの書き

手たちの〆切にまつわるエッセ

イ、手紙、日記、対談などをより

ぬき集めた本。人は何かに追

われたり、苦しい状況から解放

されたい時、こんなにも面白お

かしい言い訳を放ちます。人生

の参考書になるかも！？

『おばちゃん街道』

山口恵以子
清流出版

あとがきに「この本を読んで大

いに笑って下さい。」と書いてい

ますが、私にとって特に第二章

は笑えませんでした。 (笑 )

痛いほどに「わかるその気持

ち！」と心にのしかかる重いナ

ニかを感じながら読みました。

第二章以外は楽しく読めました。

『ひとりずもう 』

さくらももこ
小学館

「青春」をテーマに思春期なら

ではの妄想、衝撃、反省、理解

を“さくらももこ”節をきかせなが

ら書かれているこの作品は、読

み手を爆笑、感動の世界に案

内してくれます。時々、笑いの

アクセントに父“ヒロシ”が出て

きます。いい味出しています。

『恨みっこなしの

老後 』

橋田壽賀子
新潮社

七転び八起きの末にたどり着

いた「自分を楽にする」生き方

を教えてくれます。「いくになっ

ても体が資本」、「自分が変わ

れば、それで済む」、「早く子離

れすることが、一番の愛情」・・・

書き出したらきりがありません

が 、 中 々 興 味 深 い で す 。

千差万別、十人十色。色んな人の気持ちを読んでみませんか？

『 それでもこの世は

悪くなかった 』

佐藤愛子
文藝春秋

人から見たら悲劇！？こんな

佐藤愛子はどうしてできた？

多くの反響をよんだ『九十歳。

何がめでたい』の著者がおくる

９３歳にして、初の語り下し人

生論。正々堂々、力いっぱい生

きてきた人は、これまで何を見

て 何 を 感 じ て き た の か 。

『今日も一日

きみを見ていた 』

角田光代
角川書店

角田家の愛猫アメショーのトト。

寂しがりやでとても優しい女の

子は、これまで猫を飼ったこと

がない角田さんに色んなことを

教えてくれます。時々おしゃべ

りしたり、楽しく遊んだり、誰も

いなくて寂しくなったり、そんな

猫と人の暮らしを綴っています。

『 こぽこぽ、珈琲』

―
河出書房新社

著名人が「コーヒー」をテーマに

おいしく、香ばしく、風味豊かに

書き連ねています。コーヒーに

対する気持ちは十人十色。文

豪たちとコーヒー。勝手なイ

メージですが絵になりますよね。

昔ゴールドなブレンドＣＭで遠

藤周作先生が飲んでいました。
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『 あいたくてあいたくて』
みやにしたつや/女子パウロ会

きらわれもののおおかみがブタを追いかけ

ている時足元から「ふまないで」と声がきこ

えました。そこには一匹の毛虫。独りぼっち

だった二人は大の仲良しになりますが、あ

る日毛虫がいなくなってしまいます・・・

●『世界一のお掃除術』 ミニマル+BLOCKBUSTER/彩図社

●『すっきり暮らすための掃除・片づけのコツ』主婦の友社

●『読むだけで「うまい」と言われる字が書ける本』

根本 知/阪急コミュニケーションズ

● 『書家の年賀状』芸術新聞社編

●『和紙絵の年賀状』 田中 ゆみ/日貿出版社

●『季節を楽しむおもてなしの食卓』 野崎 洋光/KADOKAWA

●『12月31日でも間に合う簡単おせち』 星野 奈々子/学研

●『冷凍・冷蔵ワザで詰めるだけ！らくらくおせち作り』

岩崎 啓子/ルックナウ

●『たった1日で完成！作りおきおせちの本』枻出版

●『後藤加寿子のおせち料理』後藤 加寿子/文化出版局

― 年末年始お役立ち本をご紹介いたします！―

『 賢者のおくりもの』金の星社
オー・ヘンリー（原）いもとようこ（文絵）

ある町にジムとデラという若くて貧しい夫婦

がいました。クリスマスの前日、妻のデラは

ジムへのプレゼントを買うために自慢だった

栗色の長く美しい髪を売ります。さてどんな

プレゼントを贈ったのでしょうか？

『 100にんのサンタクロース』
谷口 友則/文渓堂

ここは100にんのサンタクロースが住む町

春からクリスマスの前の日まで100にんみ

んなで力を合わせてクリスマスの準備を

します。そしてみんなにクリスマスプレゼン

トを配り終わったあとには・・・

～年末年始休館のお知らせ～

１２月２９日（土）～１月４日（金）

今年も一年三光図書館をご利用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。

１２月３日～７日までの間は、

資料総点検のため休館です。

また年内の開館は２８日（金）までです。

気を付けてお越しください。開館時間は

１０：００～１８：００です（■は休館日です。）

23 24
30 31
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１２月といえば、クリスマス。イエスキリ

ストが誕生しなすった日ですね！この時

期のカトリック系幼稚園では、キリストの

誕生劇をします。私もはるか昔幼稚園児

だったとき毎年参加してました。仏教徒な

のにキリストの誕生を祝う・・・なんかねじ

てれいますよね。正直、幼稚園のおかげ

で釈迦よりもキリストの方が詳しいです。

『 悼む人 』

五木寛之
文藝春秋

直木賞を受賞した作品。日本

各地で不慮の死を遂げた人の

最後の場所を訪れ、故人を“悼

む”という旅をしている男・坂築

静人(さかつきしずと)。この不

可思議な行為をしている彼を

軸に、彼に関わる周囲の人々

の生と死のドラマを見つめる。

『 ゴースト 』

中島京子
朝日新聞出版

少女、ミシン、廃墟・・人だけで

はなくいろんなゴーストが出てく

る連作集。独特なユーモアでじ

んわりと読み手のツボを押して

くれます。“あの時代”の何かを

伝えたくてゴーストとして出てく

る人や物。読み終わった後、思

わずふわっと涙があふれます。

『拳の先 』

角田光代
文藝春秋

ボクシング専門誌から文芸編

集者となった空也(くうや)は、ふ

としたきっかけで距離を置いて

いたボクシングに近づき、また

ボクシングの面白さに魅せられ

ていく―。ボクシングを見る側

視点で書かれた作品。空也か

ら み た “ 拳 の 先 ” と は ？

『黄金の時』

堂場瞬一
文藝春秋

音信不通だった父・総一郎が亡

くなり、遺品を整理している時、

一枚の写真を見つけた息子・要。

それはアメリカで野球をしている

若き日の父の姿だった。野球嫌

いだった父がなぜ！？野球を通

して本当の気持ちを知る不器用

な 父 と 子 の 物 語 。

『森に願いを 』

乾ルカ
実業之日本社

死に場所を探しにこの森に入っ

た―。いじめ、就職、恋愛、不

治の病。さまざま思いを抱えた

人々が森に迷い込む。迷い込

んだ人々に森は何を感じ、何を

伝えるのか。この森は青木ヶ原

樹海のような森ではなく、穏や

か で 心地 よ い森み たい 。

『希望ケ丘の人びと 』

重松清
小学館

亡き妻が昔暮らした街に、小学

生の息子と中学生の娘を連れ

て帰った田島。妻が好きだった

街“希望ヶ丘”は、子供達も田

島も名前の通り、夢に描いた希

望の街になるだろうと思ってい

たが。家族にふりかかる試練。

どう立ち向かい何を得る？

『回転木馬』

柴田よしき
祥伝社

孤独と葛藤、成長と再生。十年

前に失踪した夫の代わりに探

偵家業を継いだ唯は、夫の居

場所を探し続ける。そんななか

出会う、心に傷を抱えた女性た

ち。幾度の衝撃的な事実に遭

遇しても、少しの希望を持って

突き進む姿に感動します。

『 きらきら眼鏡』

森沢明夫
角川書店

切なくも優しい恋愛小説。男の

人が目と鼻を真っ赤にしながら

夢中になって読むくらいストー

リーがしっかりと作りこまれてい

ます。恋愛、死、○○角関係は

物語の要素としては王道です

が、だからこそ最後の１ページ

ま で 飽 き ず に 読 め ま す 。

『あらしのよるに』

きむらゆういち
小学館

狼のガブとやぎのメイ。ふたり

はある出会いから友達になりま

すが、狼とやぎの友情はいつま

でも続くのか！？もともとは絵

本だった作品が小説版として登

場！ぜひ大人にも読んでもらい

たい！絵本にはない本当のラ

ス ト が 書 か れ て い ま す 。
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あけましておめでとうございます！皆様良い年を迎えることができましたか？今年も皆様と本と素敵な出会

いができますよう、努めて行きたいと思います！本年もどうぞよろしくお願いいたします。

１月の月末整理休館日は

１月３１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。）

自己啓発本で心の力を高めてみませんか？

★心をすっきり整理したいとき読む本（藤原東演/あさ出版）

★3秒でハッピーになる超名言100

（ひすいこたろう/ディスカヴァー・トゥエンティワン）

★置かれた場所で咲きなさい（渡辺和子/幻冬舎）

★歩くだけで不調が消える歩行禅のすすめ

（塩沼亮潤/KADOKAWA）

★孤独を生きる言葉（松浦弥太郎/河出書房）

★斎藤一人あなたに奇跡が起こる不思議な話（柴村恵美子/PHP）

★もう、ダメェーッてときに役立つ菜根譚のことば（河出書房）

★幸運手帳術（赤井理香/同文舘出版）

『 ウリオ』

室井滋/ 世界文化社

小さくて可愛いいのししの子どもウリ坊

愛情いっぱいでどんどん大きくなり

ウリオに大変身！でもウリオになった

途端家族みんなに冷たくされて・・・

ウリオの決断とは？『雪渡り 』

宮沢賢治/ 偕成社

「堅雪かんこ、凍み雪しんこ。」四郎と

かん子は小さな雪沓をはいてキックキ

ックキック、野原に出ました。

すると「凍み雪しんしん、堅雪かんかん

」と言いながら、白い狐の子が出てきま

した。人と狐の交流を描いた作品です
『まゆとうりんこ』

富安陽子 / 福音館

山姥の娘まゆは、林の中で迷子になっ

たうりんこ（いのししの子ども）をみつけ

ます。うりんこのお母さんにがわりになっ

てあげようと大はりきりのまゆは、ごは

んをあげたり、子守唄を歌ってあげたり

しますが・・・



先月、2018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、

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の「平成くん、さようなら」以外の作品は、書籍化す

るまでお待ちください。（ 「平成くん、さようなら」は所蔵しています。 ）
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（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/
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年末、冬用タイヤに交換する為にタイヤ

の用意をしていたら、腰をやってしまいま

した・・・。本格的なぎっくり腰までにはい

たってないのですが、その初期症状が出

ていて、かがんだり、立ち上がったりが通

常よりもかなり遅い動作じゃないと動けま

せん(涙)。痛い・・・本当に痛いです。。。

早く治るといいなぁ～。(切実)

第１６０回 直木賞・芥川賞候補作品決定
選 考 会 は １ 月 １ ６ 日 （ 水 ）

◆ 上田岳弘 『 ニムロッド 』

◆ 砂川 文次 『 戦争のレビヤタン 』

◆ 古市憲寿 『 平成くん、さようなら 』

◆ 鴻池留衣 『 ジャップ・ロール・ヒーロー 』

◆ 高山羽根子 『 居た場所 』

◆町屋良平 『 １Ｒ（いちらうんど）１分３４秒』

直木賞候補作品（作者名５０音順）

『 童の神 』

今村 翔吾
角川春樹事務所

「童(わらべ)」とは朝廷に属さ

ない先住の民のこと。時は平

安時代、童は京人に蔑まれ

ていた。童の桜暁丸は、父と

故郷を奪った京人に復讐を誓

い、朝廷軍に決死の戦いを挑

む 。 歴 史 エ ン タ メ 作 品 。

『信長の原理』

垣根 涼介
KADOKAWA

織田信長の飽くなき渇望。家

臣たちの終わりなき焦燥。な

ぜ信長は裏切られ続け死ん

でいったのか。「パレートの法

則」から「本能寺の変」の原因

を解釈した革命的歴史小説。

評 論 家 大 絶 賛 作 品 。

『宝 島 』

真藤 順丈
講談社

米軍統治下の沖縄を舞台に、

固い絆で結ばれた少年少女

が同じ夢に向かう。時代に翻

弄されながらも、果敢に立ち

向かい熱く生き抜く若者たち

を描いた超大作。今の沖縄の

基地問題を知る必読書。

『ベルリンは

晴れているか 』

深緑 野分
筑摩書房

第二次大戦直後のベルリン。

ドイツ人少女アウグステは恩

人にあたる男の不審な死を

知り、彼の甥に訃報を伝える

べく旅に出るが、なぜが陽気

な泥棒を道連れに旅をするこ

とになり・・・。歴史ミステリ。

『熱 帯 』

森見 登美彦
文藝春秋

最後まで読んだ読者がいな

い幻の本『熱帯』。この本に惹

かれ探し求めるある作家は、

奇妙な催し「沈黙読書会」でこ

の本の秘密を知る女に出会う。

果たして最後まで読める者は

現れるのか。結末はいかに。

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）
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２月になり一層寒さが増してきましたが、梅の花が咲いているのをみるとだんだんと春の気配が近づいてい

るのを感じます。皆様いかがお過ごしでしょうか？寒さに負けず毎日健康に過ごしたいですね！

２月の月末整理休館日は

２月２８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。）

★大人のための美容本（神崎 恵/大和書房）

★リカバリー美容事典（朝日新聞出版）

★逆引きアンチエイジング事典（Katsuyo/主婦の友社）

★皮膚科医が実践している極上肌のつくり方（小林 智子/彩図社）

★４０歳からのホルモンリセット（ナターシャ・スタルヒン/講談社）

★あなたと、あなたの人生を美しく、強くする筋トレのはじめ方

（吉川 朋孝/幻冬舎）

★女子の筋トレ＆筋肉ごはん（坂詰真二＆河村玲子/新星出版社）

★肥グセが吹っとぶやせるストレッチ（千波/株式会社ワニブックス）

★空気でも太るお年頃の私が１５ｋｇ痩せるまで

（青沼貴子/メディアファクトリー）

★「ゆがみ」「ねじれ」完全リセット！

さするだけで痩せられる体になる（アスペクト）

寒さで疲れたお肌とカラダを

リフレッシュしませんか？

『 オニのきもだめし』

岡田 よしたか/ 小学館

くら～いよみちに、あかオニがふたり

家路をいそいでおりました・・・そんなオ

ニたちの行く手に待ち構えているのは

いろんなおばけたち！ふたりのオニは

無事家にたどり着けるのでしょうか？

『空からのぞいた桃太郎 』
影山 徹/ 岩崎書店

桃から生まれた桃太郎はなぜ桃に入っ

ていてなぜ鬼退治に行ったのか？

誰もが知っているお話を高いところから

見下ろした絵で描いた絵本でいつもと

違う目線でいろいろなことを考えてみま

せんか 『鬼ガ山』

毛利まさみち/ 絵本塾出版

しっかり者の千代と友達の勝平は鬼が

住んでいるといわれ大人もめったに近

づかない「鬼ガ山」に行くことに、山の

上まで登ると向こうにある洞窟から気味

の悪い音が聞こえてきます。千代と勝平

は洞窟に入ってみますが・・・
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先月新聞で中津に映画館できるという記事

をみました！どんな感じの映画館になるのか

楽しみです。この記事をみていると、昔、中津

駅前にあった映画館を思い出します。この映

画館で最後にみた映画は「ゴジラvsモスラ」で

した！時代を感じる(笑)。そして館内は家族３

人だけの貸し切りでギャーギャーいいながら

楽しんでみた記憶があります。懐かしい。

『ある男 』

平野啓一郎
文藝春秋

里枝は息子を亡くし離婚した過去

がある。その後「大祐」と再婚して

幸せに過ごしていたが、突然「大

祐」は事故で命を落とす。さらに一

家に「大祐」は全くの別人だったと

いう衝撃の事実がもたらされ・・。

『 さざなみのよる』

木皿泉
河出書房新社

小国ナスミ、享年４３歳。ナスミがど

う生きて、誰とどのように関わって、

最期を迎えたのか。ナスミのこれま

でを家族や知人の視点で丁寧に書

かれています。命のまばゆいきら

めきを描いた感動と祝福の物語。

『 そして、

ﾊﾞﾄﾝは渡された 』

瀬尾まいこ
文藝春秋

森宮優子、17歳。継父継母が変わ

れば苗字も変わる。だけどいつで

も両親を愛し、愛されていた。血の

繋がりがない家族だけど、何不自

由なく順風満帆に過ごしています。

こんな世界あったっていいじゃない。

『 熱 帯 』

森見登美彦
文藝春秋

最後まで読んだ読者がいない幻の

本『熱帯』。この本に惹かれ探し求

めるある作家は、奇妙な催し「沈黙

読書会」でこの本の秘密を知る女

に出会う。果たして最後まで読み

終える読者は現れるのだろうか。

『 ひ と 』

小野寺史宜
祥伝社

辛い中にも青春はあった。両親を

亡くし一人になった聖輔。学費を払

える自信はなく大学中退。仕事を

探そうと思うが動き出せない日々。

そんなある日、５０円コロッケを見

知らぬお婆さんに譲ったら・・。

『ひとつむぎの手 』

知念実希人
新潮社

医療ミステリとﾋｭｰﾏﾝﾄﾞﾗﾏが合わ

さった作品。大学病院で若き医師

に課せられたミッション。成功すれ

ば心臓外科医への道が開けるが、

失敗すれば・・。医局の人間関係

に巻き込まれ、振り回されていく。

『 火のない

ところに煙は』

芦沢央
新潮社

「神楽坂を舞台に怪談を書きませ

んか」突然の依頼に、かつての凄

惨な体験が作家の脳裏に浮かぶ。

この体験を小説として発表し解決

を目論むが。驚愕の展開とどんで

ん返しの波状攻撃があなたを襲う。

『 フーガはユーガ』

伊坂幸太郎
実業之日本社

一気読みは必至。ファミレスで一

人の男に語り出すユーガ。双子の

弟フーガのこと、決して幸せではな

かった子供時代、僕ら兄弟だけ特

別な「アレ」のこと。僕たちは双子

で不運で、だけど僕らは手強い。

『 ベルリンは

晴れているか 』

深緑野分
筑摩書房

第二次世界大戦直後のベルリン。

ドイツ人少女のアウグステは恩人

にあたる男の不審死を知り、彼の

甥に訃報を伝えるべく旅に出るが、

なぜか陽気な泥棒を道連れに旅を

することになり・・・。歴史ミステリ。

『 愛なき世界 』

三浦しをん
中央公論新社

恋のライバルは草!?洋食屋の見習

い・藤丸くんは、植物の研究に一

途な本村さんに恋をした。風変わり

な理系女子とお料理男子が紡ぐ、

美味しくて温かな青春小説。登場

人物みな良い。夢中で読めます。

2019年本屋大賞ノミネート作品

先月、２０１９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９日(火)です。
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３月になりとても暖かくなりましたね。皆様いかがお過ごしでしょうか？この月は大忙しな方が多いのではな

いでしょうか。そんな忙しい時こそ深呼吸してちょっと心を落ち着けると作業効率があがるかもしれませんよ！

新しい空気を吸い込むために心も体もスッキリと日々楽しく過ごしたいものです

３月の月末整理休館日は

４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。）

★小花図鑑（黒田 健太郎/グラフィック社）

★植物と暮らす毎日（主婦の友社）

★花と緑と雑貨でつくるはじめてのベランダガーデン

（山元 和実/成美堂出版）

★はじめて育てる四季の鉢花（日本放送出版協会）

★今日からはじめる小さな庭づくり（廣済堂出版）

★彩りを楽しむはじめての庭木・花木（小林 隆行/日本文芸社）

★種から育てる花つくりハンドブック

（渡辺 とも子/農山漁村文化協会）

★肥グセが吹っとぶやせるストレッチ（千波/株式会社ワニブックス）

★コンテナ野菜づくりの教科書（松井 孝/新星出版社）

★コンテナで育てるハーブと野菜（深町 貴子/西東社）

※ぜひチャレンジしてみてください！

『 おはなみくまちゃん』

シャーリー・パレントー/ 岩崎書店

桜が満開になりました！くまちゃんたち

はお花見をすることに。バスケットを準備

して、太鼓をたたき凧をもってお花見の

始まりです！

みんなもお花見に行きたくなってきますよ

『はなさかじいさん』
いもと ようこ/ 金の星社

心の優しいおじいさんとおばあさんに大

切に育てられたポチ。ある日、ポチが吠え

る場所をおじいさんが掘ってみると、小判

がざくざくと現れた！

それを聞きつけた隣のじいさんはポチを

無理やり引っ張っていきますが・・・
『 999ひきのきょうだいのはるですよ』

木村 研/ ひさかたチャイルド

春がやって来ました。お母さんかえるが

999匹のこどもたちを起こします。ところが

何度数えても998匹。大きいかえるのお兄

ちゃんは、やっぱりねぼすけで…。

999ひきシリーズの第3弾

春はねむたくなりますよね！
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最近、休みの日はダラダラと過ごしてい

たせいか、カラダに変化が出てきました。

わき腹のお肉さんたちがカラダを左右に

ひねるたびに食い込んでいくんですよね

～。イメージとしてはお座りした時のパグ

やフレンチブルの脇のしわみたいな感じ

です。やばいですよね～。。。そろそろカ

ラダに喝っ！を入れていこうと思います。

『 隠蔽捜査』

今野敏
新潮社

キャリア官僚をテーマにした警

察小説。保身に走る上層部、

上からの命令に苦慮する現場

指揮官、混乱する捜査本部。

窮地に陥った男は、組織の威

信を守ることができるのか。孤

立無援な戦いが始まった！

『臨 場 』

横山秀夫
光文社

「終身検視官」との異名を持つ

捜査一課調査官「倉石義男」が

主人公の８編の短編集。“短

編”だからといって侮るなか

れ！一話一話が濃厚で読み応

え抜群です。ドラマ・映画化にも

なった意味がよくわかります。

『やがて、

警官は微睡る 』

日明恩 ( ﾀﾁﾓﾘ ﾒｸﾞﾐ )

双葉社

横浜みなとみらいのホテルで

立て籠もり事件が発生した。犯

人は正体不明の多国籍グルー

プ。偶然現場に居合わせた刑

事・武本は異変を察知し、かつ

ての上司･潮崎警視と連絡をと

りつつ、孤独な戦いを開始する。

『教 場 』

長岡弘樹
小学館

警察学校の物語。希望に燃え、

警察学校に入校した生徒たち。

彼らを待ち受けていたのは、冷

厳な白髪教官･風間公親だった。

「落ち度があれば退校」という極

限状態の中、生徒たちは風間に

導かれ、しだいに覚醒してゆく。

『脇坂副署長の

長い一日 』

真保裕一
集英社

アイドルが一日署長を務めるイ

ベント当日。賀江出署副署長

の脇坂に予想外の事態が次々

と直面する。巡査部長の逃走、

マスコミの前であってはならぬ

不祥事。はたして脇坂副署長

は無事に一日を終えるのか !?

『 あなたが

消えた夜に』

中村文則
毎日新聞出版

ずっしりと重い衝撃。人間の心

の闇は深い。ある街で発生した

連続通り魔殺人事件。容疑者

“コート男”を追う所轄の刑事･

中島と捜査一課の女刑事･小

橋。“コート男”とは何者か。ひ

と味違う刑事小説をどうぞ。

『恩はあだで返せ』

逢坂剛
集英社

御茶ノ水署･生活安全課の刑

事、斉木斉と梢田威。金なし、

女なし、出世の目もなし。そん

な迷コンビ刑事が日々の頻発

する珍事件を追って、街中を駆

けまわる。何とも言えないドタ

バタさがテンポよく面白い。

『花散る頃の殺人』

乃南アサ
新潮社

警視庁機動捜査隊･音道貴子

の前に現れる、病んだ犯罪者

と犠牲者たち。なぜか貴子のご

みを狙う変質者、援助交際の

女子高生を襲う連続暴行魔な

どの事件をめぐる女性刑事の

捜査と日常をたんたんと描く。

『 ﾐｽﾃﾘなふたり
あなたにお茶と音楽を 』

太田忠司
東京創元社

刑事の奥様･景子さんを悩ます

難事件(と空腹)を、夫の新太郎

さんが美味しい手料理と見事な

推理でスパッと解決！ミステリ

×お料理という異色の組み合

わせが面白い。劇中劇ならぬ

劇中エッセイもオススメです。

今月の三光図書館は、刑事小説を特集します。ライトなものからハードボイルドまで、

ざっくばらんに集めました。ぜひご覧になってください。

刑事小説を読んでみませんか？

ね む


