耶馬溪図書館（耶馬溪公民館 １階）

耶馬溪大字柿坂５２０番地 ☎５４－３１１１（内線３４０）

『はなせばちゃんとわかること』

『おもちゃのかたづけできるかな』

絵本

絵本

ナカタ ヒサ／文芸社

なかよし兄妹・ゆうくんとまあちゃんが、ある日

深見 春夫／岩崎書店

お母さんにおもちゃをかたづけなさいと言われ

ケンカした。お母さんに「お兄ちゃんなんだから、

たひろきくんは、おもちゃばこにおもちゃを放り

がまんしなさい」と言われたけれど・・本当にそう

こみます。はこの中はゴチャゴチャで、おもちゃ

なのかな。自問自答、対話しながら考えていく

たちがケンカを始め・・・。

絵本です。もしかしたら、ちゃんと話していない
だけかもしれないですね。

す。

『そのイタズラは子どもが伸びる
サインです』

『生きる場所を、もう一度選ぶ』
一般書

子どもと楽しくかたづけるコツも紹介していま

小林 菜穂子／インプレス

移住した先には、ひとつの肩書きにおさまらな

一般書

伊藤 美佳／青春出版社

い生き方が待っていた！ 主に都市部から田舎

引っぱりだす、こぼす、落とす・・・。子どもの

に移住した、さまざまなバックグラウンドを持つ

イタズラには、能力を伸ばすチャンスが隠れて

２３人が、移住にいたるまでの経緯や移住後の

います。夢中になれるおもちゃに出会うと、

仕事と暮らしを語ります。この本は“移住”を

子どもは変わる！ 能力をどんどん引き出す、

テーマにした本ですが、その言葉だけに納まら

手指を使う道具を使った遊びと実践のコツを

ない、同時代の働き方や生き方を紹介します。

教えます。

書名・著者名・分類番号【一般】
図解 体の不調が消える腸を温める食べ方／松生 恒夫／493.4マ

書名・著者名・分類番号【児童】
どこまでも生きぬいて／水谷 修／K159ミ

５０歳から始める介護されない体づくり／杉山 ゆみ／498.3ス ips細胞を発見！山中伸弥物語／上坂 和美／K289ヤ
マンガで読む人生がときめく片づけの魔法／近藤 麻理恵／597.5コ

包丁を使わないで作るごはん／寺西 恵里子／K596テ

ドクター古藤の家庭菜園診療所／古藤 俊二／626.9コ 辞書びきえほんことわざ／陰山 英男／K814シ

えんとつ町のプペル／にしの あきひろ／726.5ニ 小説映画きょうのキラ君／みきもと 凜／K913ト
騎士団長殺し 第１部・第２部／村上 春樹／913.6ム スタジオジブリの食べものがいっぱい／スタジオジブリ／KE

日 月 火 水 木 金 土
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30 5/1 2 3 4 5 6
＊■は、休館日です。
※開館時間・・・午前１０：００～午後６：００

３月まで毎月第２月曜日に開催していた読み聞かせを、
４月より毎月第1金曜日に変更しました。
（読み聞かせをして下さるのは今まで通りボランティア
のお二人です）
４月の予定は４月７日（金）の１０時からです。
３０分程度、読み聞かせや手遊びなどをおこないます。
大人も子どもも一緒に楽しめるお話し会です。
どうぞお気軽にお越しください♪

２０１７年４月より「LDK」「ソトコト」「毎日が発見」「やさいの時間」（月刊誌）
「いいね」（隔月誌）「ナチュリラ」（季刊誌）が新しく入ります。
「With」「月刊クーヨン」「ダ・ヴィンチ」「住む」「haru-mi」は２０１７年３月で
耶馬溪図書館での購入が終了いたします。
「月刊クーヨン」「ダ・ヴィンチ」「haru-mi」は他館でも所蔵していますので、
予約することができます。
耶馬溪図書館所蔵の雑誌も予約することができますので、お気軽に声を
かけて下さい。

お手数ですが、耶馬溪図書館で借りていただく際には予約が必要です

このコーナーでは、耶馬溪以外の図書館（小幡記念図書館、三光、本耶馬渓、
山国）に入った新着本を紹介します。気になる本があれば、どうぞご予約を！
書名・著者名・分類番号【小説・エッセイ以外】
書名・著者名・分類番号【小説・エッセイ】
テレビじゃ言えない／ビートたけし／049ヒ
救急病院／石原 慎太郎／913.6ｲ
女城主「直虎」の謎／原口 泉／289.1イ
北斎まんだら／梶 よう子／913.6ｶ
認知症家族を救う安全対策集／主婦の友社／493.7ニ 報い～警視庁追跡捜査係 ７／堂場 瞬一／B913.6ト
焼きっぱなしフルーツの香ばしレシピ／星野 奈々子／５９６．６ウ

霞隠れの女／鳥羽 亮／B913.6ト

お部屋でできる!野菜づくり／中島 水美／626.9ﾅ 戦友たちの祭典（フェスティバル）／森村 誠一／913.6モ
シン・ゴジラ機密研究読本／柿谷哲也・取材班／778.2カ 知的な老い方／外山 滋比古／B914.6ト

2017年４月～５月まで
曜日

月／日

４/ ６
第１
木曜
日
第３
木曜
日

４/２０

５/１８

４/１３
第２
木曜
日

４/２７

第４
木曜
日

５/１１
５/２５

駐車地
永岩消防車庫前
津民保育所
津民診療所前
上ノ川内
耶馬溪運輸車庫前
栃木自治公民館前
津民小学校
戸原市営住宅前
三慧保育園
もみじ園
城井小学校
下郷保育所
やすらぎ荘

予定時間

９：５５～１０：１０
１０：２０～１０：４０
１０：４５～１０：５５
１１：０５～１１：１５
１１：２５～１１：４０
１１：４５～１１：５０
１３：００～１３：３０
１３：４０～１４：００
１４：０５～１４：２０
１４：３０～１４：５０
１５：００～１６：２０
９：５０～１０：２０
１０：２５～１０：５０
黒法師営農指導研究所 １１：００～１１：１５
両畑バス停前 １１：２５～１１：３０
樋山路バス停 １１：３５～１１：４５
下郷小学校
１３：００～１３：３０
宮園住宅付近 １３：４０～１３：５０
雲神社付近
１３：５５～１４：２０
一ツ戸バス停付近 １４：４０～１４：５５
鎌城
１５：１５～１５：２５
金吉生活改善センター １５：４５～１５：５０
幸田入口バス停前 １５：５０～１５：５５
伊福
１６：１５～１６：２５

月／日

駐車地

第１
金曜
日

４/ ７
４/２１

第３
金曜
日

５/ ９

戸原分譲住宅
三尾母公民館付近
山移小学校
山移診療所前
もみじの湯
鹿鳴館駐車場

曜日

４/１４
第２
金曜
日
第４
金曜
日

４/２８
５/１２
５/２６

予定時間

１０：００～１０：３０
１０：４０～１１：２０
１３：００～１３：３０
１３：４５～１４：１０
１４：２０～１４：４０
１４：５０～１５：５０
ドライブレストアイビー前 ９：５０～１０：００
鎌野集落交差点 １０：１５～１０：３０
百谷生活改善センター １０：４０～１０：５０
上百谷公民館 １０：５５～１１：００
藤木自治公民館 １１：１０～１１：３０
耶馬溪中学校 １２：４０～１３：１０
鹿鳴館駐車場 １３：４０～１４：１０
家籠
１４：３０～１４：５５
寺小野
１５：０５～１５：１５
小柿山（光円寺） １５：３５～１５：５５
折戸温泉前
１６：１０～１６：２０

耶馬溪図書館（耶馬溪公民館 １階）

耶馬溪大字柿坂５２０番地 ☎５４－３１１１（内線３４０）

『クレヨンしんちゃんの友だち
づきあいに大切なこと』 児童書

『きょう おひさまがでなかったら』

臼井 儀人／双葉社

ある日、おひさまがいなくなってしまった。

絵本

自分で考える、良いこと悪いことを区別する、

塚本 やすし／フレーベル館

おひさまがいなくなった世界はどうなるの？

他人への思いやり、キレない心をつくる・・・・。

ぼくは、おひさま探しの旅に出て・・・。太陽が

小学生や小学校に上がる前の児童に向けて、

人間にとって、身近で大事な存在であることを

友だちと仲良くするために知っておきたいことを、

伝えます。ちいさな科学者たちへ贈る、科学絵本

クレヨンしんちゃんのまんがを通して伝えます。

です。

『九州びいき』

『父と私』

一般書

田端 慶子／リンダパブリッシャーズ

一般書

田中 眞紀子／日刊工業新聞社

福岡在住の著者の、ほとばしる九州愛を

娘から見た、政治家・田中角栄氏とは?

ギューと凝縮！ 九州人気質、九州女子の恋愛

眞紀子氏の足跡をたどりつつ、今、初めて明らか

体質から、九州自慢、九州の神さま、九州の

にされる実像! 著者が父とともに歩んだ47年間

食文化、九州のスポーツ事情まで、さまざまな

の濃密な日々を研ぎ澄まされた感性とクリアな

視点から九州のいいところを見つめ直します。

視点でユーモアを交えて活写した究極の"田中
角栄像"

書名・著者名・分類番号【一般】
現代語訳学問のすすめ／福澤 諭吉／002フ
政治の絵本／たかまつ なな／310.4タ

書名・著者名・分類番号【児童】
かんたん15分！材料３つですいすいスイーツ［４］／宮沢 うらら／K596ミ

ドラえもん５分でドラ語り ことわざひみつ語／藤子・F・不二雄／K814ト

がんで助かる人、助からない人／近藤 慎太郎／494.5コ おしりたんてい かいとうVSたんてい／トロル／K913ト
お医者さんにもらった薬がわかる本／関口 詩乃／499.1セ ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅／J・K・ローリング／K932ロ

あると便利なお漬もの／大原 千鶴／596.3オ
モアナと伝説の海／スーザン・フランシス／K933モ
無農薬でかんたん野菜づくり／NHK出版／626.9ム きょうりゅうたちがけんかした／ジェイン・ヨーレン／KE
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土
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＊■は、休館日です。
※開館時間・・・午前１０：００～午後６：００

図書館の絵本コーナーで、山移のボランティアの方
お二人が、毎月第1金曜の１０時から、絵本の読み
聞かせをおこないます。
※５月の第１金曜日はこどもの日ため変更しました。
５月の予定は５月１９日（金）の１０時からです。
３０分程度、読み聞かせや手遊びなどをおこないます。
大人も子どもも一緒に楽しめるお話し会です。
どうぞお気軽にお越しください♪

お手数ですが、耶馬溪図書館で借りていただく際には予約が必要です
このコーナーでは、耶馬溪以外の図書館（小幡記念図書館、三光、本耶馬渓、
山国）に入った新着本を紹介します。気になる本があれば、どうぞご予約を！
書名・著者名・分類番号【小説・エッセイ以外】

書名・著者名・分類番号【小説・エッセイ】
11歳からの正しく怖がるインターネット／小木曽 健／007.3オ 暗黒グリム童話集／村田 喜代子／913.6ア
神さまと繋がる神社仏閣めぐり／桜井 識子／147サ 錆びた太陽／恩田 陸／913.6オ
お坊さんに聞く108の智慧／田中 ひろみ／184タ 夜の谷を行く／桐野 夏生／913.6キ
世界から見た20世紀の日本／保阪 正康／210.6ホ やめるときも、すこやかなるときも／窪 美澄／913.6ク

決戦！忠臣蔵／葉室 麟／913.6ケ
超老人の壁／養老 孟司／367.7ヨ
さむらい道 上・下／高橋 義夫／913.6タ
枕と寝具の科学／久保田 博南／498.3ク
犬の報酬／堂場 瞬一／913.6ト
薬膳茶のすべて／辰巳 洋／498.5タ
出会いなおし／森 絵都／913.6モ
世界でいちばんやさしい料理教室／ベターホーム協会／596セ 犬から聞いた素敵な話／山口 花／913.6ヤ
賃貸でもここまでできるDIY／番匠 智香子／597ハ 愛さずにいられない／北村 薫／914.6キ
ミツバチと暮らす／藤原 誠太／647フ
媚びない老後／桐島 洋子／914.6キ
高齢ドライバーの安全心理学／松浦 常夫／681.3マ いのちの車窓から／星野 源／914.6ホ
日本の色のルーツを探して／城 一夫／757.3シ 『レ・ミゼラブル』の世界／西永 良成／950.2ユ
泣かないで、沙保里／吉田 幸代／788.2ヨ
乱歩の猟奇／江戸川 乱歩／B913.6エ
ジブリの文学／鈴木 敏夫／778.7ス
犯罪者 上・下／太田 愛／B913.6オ
図書館多読への招待／酒井 邦秀／830.7ト
完本密命 巻之21／佐伯 泰英／B913.6サ
文豪図鑑完全版／開発社／910.2フ
霊の棲む島／カミラ・レックバリ／B949.8レ
幸せは自分の中にある／ベニシア・スタンリー・スミス／289.3ス

2017年5月～6月まで
曜日
第１
木曜
日
第３
木曜
日

月／日

５/ １８

６/ １
６/１５
５/１１

第２
木曜
日

５/２５

第４
木曜
日

６/ ８
６/２２

駐車地
永岩消防車庫前
津民保育所
津民診療所前
上ノ川内
耶馬溪運輸車庫前
栃木自治公民館前
津民小学校
戸原市営住宅前
もみじ園
城井小学校
下郷保育所
やすらぎ荘

予定時間

９：５５～１０：１０
１０：２０～１０：４０
１０：４５～１０：５５
１１：０５～１１：１５
１１：２５～１１：４０
１１：４５～１１：５０
１３：００～１３：３０
１３：４０～１４：００
１４：３０～１４：５０
１５：００～１６：２０
９：５０～１０：２０
１０：２５～１０：５０
黒法師営農指導研究所 １１：００～１１：１５
両畑バス停前 １１：２５～１１：３０
樋山路バス停 １１：３５～１１：４５
下郷小学校
１３：００～１３：３０
宮園住宅付近 １３：４０～１３：５０
雲神社付近
１３：５５～１４：２０
一ツ戸バス停付近 １４：４０～１４：５５
鎌城
１５：１５～１５：２５
金吉生活改善センター １５：４５～１５：５０
幸田入口バス停前 １５：５０～１５：５５
伊福
１６：１５～１６：２５

曜日
第１
金曜
日
第３
金曜
日

月／日

５/1９
６/ ２
６/１６
５/１２

第２
金曜
日
第４
金曜
日

５/２６
６/ ９
６/２３

駐車地

予定時間

戸原分譲住宅 １０：００～１０：３０
三尾母公民館付近 １０：４０～１１：２０
三慧保育園(日程移動） １１：２５～１１：４５
山移小学校
１３：００～１３：３０
山移診療所前 １３：４５～１４：１０
もみじの湯
１４：２０～１４：４０
鹿鳴館駐車場 １４：５０～１５：５０
ドライブレストアイビー前 ９：５０～１０：００
鎌野集落交差点 １０：１５～１０：３０
百谷生活改善センター １０：４０～１０：５０
上百谷公民館 １０：５５～１１：００
藤木自治公民館 １１：１０～１１：３０
耶馬溪中学校 １２：４０～１３：１０
鹿鳴館駐車場 １３：４０～１４：１０
家籠
１４：３０～１４：５５
寺小野
１５：０５～１５：１５
小柿山（光円寺） １５：３５～１５：５５
折戸温泉前
１６：１０～１６：２０

耶馬溪図書館（耶馬溪公民館 １階）

『しんごうきピコリ』

耶馬溪大字柿坂５２０番地 ☎５４－３１１１（内線３４０）

絵本

『トキメキ探偵マヂカ★マジオ』

ザ・キャビンカンパニー／あかね書房

児童書

信号機があおのときは「すすめ」、きいろの

こぐれ 京／ＫＡＤＯＫＡＷＡ

小学5年生のマイカは、本当のラブを

ときは「とまれ」・・。パトカーが信号機のルール

調べるナゾの男子・真近レオ（自称・マジオ）と、

を教えていると、信号機が不思議な色に光りま

いろいろな人のトキメキの秘密に迫るトキメキ

した。車はどうするのでしょうか。

探偵を結成することに・・・。読むだけで小学校で

ちょっとおかしな信号機のお話しです。

学ぶ漢字1006字が覚えられる物語です。

『大合格』

『今さら聞けないお金の話』
一般書

一般書

中田 敦彦／ＫＡＤＯＫＡＷＡ

丸山 晴美／宝島社

お金の基本をイラストや表とともにわかりや

究極の暗記法ってありますか？ 気持ちを

すく解説。2017年スタートの新税制に加えて、

前向きにするコツは？ 勉強と部活の両立をどう

生活していくうえで知っておくべき「お金」に

するべき？ 受験・恋愛・人間関係の悩みに

ついての話を病気やケガ、結婚、仕事、退職、

慶応大卒のタレント・中田敦彦が答えます。

育児など人生にまつわる場面別に紹介します。

『スタディサプリ放課後版』連載に加筆し書籍化
したものです。

書名・著者名・分類番号【一般】
若杉友子の毒消し料理／若杉 友子／498.5ワ

書名・著者名・分類番号【児童】
日本の歴史人物事典／川口 素生／Ｋ210ニ

失敗から学ぶ薬を使う時の１２のルール／齋藤 百枝美／499.1サ

頭すっきり！なぞなぞゼミナール／高柳 優／Ｋ798タ

イラストでよくわかる世界一のお掃除術／新津 春子／597.9イ

竹取物語／星 新一／Ｋ913タ
10分で読める大わらい落語／土門 トキオ／Ｋ913ト

図解だからわかりやすい花木・庭木剪定のコツ／主婦の友社／627.7ス

50代から本気で学べば人生は愉しくなる／片岡 鶴太郎／779.9カ お裁縫のにがてなシンデレラ／テッサ・ロエル／Ｋ933オ

決戦！忠臣蔵／葉室 麟／913.6ケ

日 月 火 水 木
6/1
4 5 6 7 8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29

金
2
9
16
23
30

土
3
10
17
24
７/1

＊■は、休館日です。
※開館時間・・・午前１０：００～午後６：００

海に光るつぼ／久留島 武彦／ＫＥ

図書館の絵本コーナーで、山移のボランティアの方
お二人が、毎月第1金曜の１０時から、絵本の読み
聞かせをおこないます。
６月の予定は６月 ２日（金）の１０時からです。
３０分程度、読み聞かせや手遊びなどをおこないます。
大人も子どもも一緒に楽しめるお話し会です。
どうぞお気軽にお越しください♪

お手数ですが、耶馬溪図書館で借りていただく際には予約が必要です
このコーナーでは、耶馬溪以外の図書館（小幡記念図書館、三光、本耶馬渓、
山国）に入った新着本を紹介します。気になる本があれば、どうぞご予約を！
書名・著者名・分類番号【小説・エッセイ以外】
書名・著者名・分類番号【小説・エッセイ】
自分を操る超集中力／Ｄａｉｇｏ／159タ
ひよっこ 上／岡田 惠和／913.6ク
やり抜く脳の鍛え方／茂木 健一郎／159モ
ジュリエットのいない夜／鴻上 尚史／913.6コ
田中正造と松下竜一／新木 安利／N289.1タ ときどき旅に出るカフェ／近藤 史恵／913.6コ
世界の果てのありえない場所／トラビス・エルボラフ／290.9エ 優しい水/日明 恩/913.6タ
高校生のための憲法入門／斎藤 一久／323.1サ 彼女の色に届くまで/似鳥 鶏/913.6ニ
なぞなぞ＆ことばあそび決定版570問／阿部 恵／376.1ア 暗手/馳 星周/913.6ハ
遺伝子は、変えられる。／シャロン・モアレム／467.3モ レスキュードッグ・ストーリーズ／樋口 明雄／913.6ヒ
病気を知る、防ぐ、治す 新・家庭の医学／藤原 大美／492フ

肩・ひざ・腰の痛みは動いて治す！／若野 紘一／493.6ワ

５０代からのおしゃれバイブル／西山 栄子／589.2ニ
まっすぐ手ぬいでかんたん大人服／高橋 恵美子／593.3タ

カニカマ100皿／カニカマファンクラブ／596.3カ
一坪でできる野菜づくり／北条 雅章／626.9ヒ
切り花の日持ち技術／市村 一雄／627.1イ
この一冊で芸術通になる大人の教養力／樋口 裕一／707.9ヒ

生死を分ける、山の遭難回避術／羽根田 治／786.1ハ

薫風のカノン／福田 和代／913.6フ
文学 ２０１７／日本文藝家協会／913.6フ
犬から聞いた素敵な話／山口 花／913.6ヤ
作家的覚書／高村 薫／914.6タ
いのちの車窓から／星野 源／914.6ホ
泣きたくなったあなたへ／松浦 弥太郎／914.6マ
霧に棲む鬼／小杉 健治／Ｂ913.6コ
完本密命 巻之22／佐伯 泰英／Ｂ913.6サ
奪還の日／堂場 瞬一／Ｂ913.6ト

心に響く和のことばの使い方／吉田 裕子／810.4コ 幸せなひとりぼっち／フレドリック・バックマン／Ｂ949.8ハ

2017年6月～7月まで
曜日
第１
木曜
日
第３
木曜
日

月／日

６/ １
６/１５
７/ ６
７/２０
６/ ８

第２
木曜
日

６/２２

第４
木曜
日

７/１３
７/２７

駐車地
永岩消防車庫前
津民保育所
津民診療所前
上ノ川内
耶馬溪運輸車庫前
栃木自治公民館前
津民小学校
戸原市営住宅前
もみじ園
城井小学校
下郷保育所
やすらぎ荘

予定時間

９：５５～１０：１０
１０：２０～１０：４０
１０：４５～１０：５５
１１：０５～１１：１５
１１：２５～１１：４０
１１：４５～１１：５０
１３：００～１３：３０
１３：４０～１４：００
１４：１５～１４：３０
１５：００～１６：２０
９：５０～１０：２０
１０：２５～１０：５０
黒法師営農指導研究所 １１：００～１１：１５
両畑バス停前 １１：２５～１１：３０
樋山路バス停 １１：３５～１１：４５
下郷小学校
１３：００～１３：３０
宮園住宅付近 １３：４０～１３：５０
雲神社付近
１３：５５～１４：２０
一ツ戸バス停付近 １４：４０～１４：５５
鎌城
１５：１５～１５：２５
金吉生活改善センター １５：４５～１５：５０
幸田入口バス停前 １５：５０～１５：５５
伊福
１６：１５～１６：２５

曜日
第１
金曜
日
第３
金曜
日

月／日

駐車地

６/ ２
６/１６
７/ ７

戸原分譲住宅
三尾母公民館付近
三慧保育園
山移小学校
山移診療所前
もみじの湯
鹿鳴館駐車場

７/２１
６/ ９

第２
金曜
日

６/２３

第４
金曜
日

７/１４
７/２８

予定時間

１０：００～１０：３０
１０：４０～１１：２０
１１：２５～１１：４５
１３：００～１３：３０
１３：４５～１４：１０
１４：２０～１４：４０
１４：５０～１５：５０
ドライブレストアイビー前 ９：５０～１０：００
鎌野集落交差点 １０：１５～１０：３０
百谷生活改善センター １０：４０～１０：５０
上百谷公民館 １０：５５～１１：００
藤木自治公民館 １１：１０～１１：３０
耶馬溪中学校 １２：４０～１３：１０
鹿鳴館駐車場 １３：４０～１４：１０
家籠
１４：３０～１４：５５
寺小野
１５：０５～１５：１５
小柿山（光円寺） １５：３５～１５：５５
折戸温泉前
１６：１０～１６：２０

耶馬溪図書館（耶馬溪公民館 １階）

耶馬溪大字柿坂５２０番地 ☎５４－３１１１（内線３４０）

『エリック・カールのイソップ
ものがたり』 絵本 イソップ／偕成社

『日本のふしぎなぜ？どうして？』
児童書

寒い冬、お腹のすいたキリギリスが、アリの家

大野 正人／高橋書店

「日本は、いつ日本になったの？」「鬼は、どこ

を訪ねました。アリはパーティーで楽器を弾く

にすんでいるの？」「日本ってお金持ちなの？」

ひとを探していて・・・。あれれ？ 知っている

など、日本の歴史やしくみについて、イラストと

お話しとちょっと違う！？ エリック・カール流に

ともに紹介します。聞かれたら説明に困る、いろ

味つけした、全11話のイソップものがたりです。

んなふしぎが理解できます。

『かきごおりすと Ｖｏｌ．5』

『学校へ行けなかった私が
「あの花」「ここさけ」を書くまで』

一般書

かき氷コレクション実行委員会／FISH RECORD

一般

日本の食文化「かき氷」を食べ歩くためのガイ
ドブックです。東京をはじめ、日本各地のお勧め

岡田 磨里／文藝春秋

人気アニメ「あの日見た花の名前を僕達は

のかき氷屋さんを、写真やお店データとともに

まだ知らない。」「心が叫びたがってるんだ。」の

紹介しています。

脚本家は、小学校高学年から高校時代まで、

学校には行けなかったー。母親との長い時間

耶馬渓からは「和・カフェ蛍茶園」「陶 cafe

から外の世界へ出ていくまで、自身の半生を

しろき庵」の2件が紹介されています！

綴ります。

書名・著者名・分類番号【一般】
スマホ廃人／石川 結貴／007.3イ
知らないと損をする！国の制度をトコトン使う本／清水 京武／364シ

科学者の話ってなんて面白いんだろう／青山 千春／著／568.8ア

書名・著者名・分類番号【児童】
いじめから脱出しよう！／玉聞 伸啓／K371タ
地球の超絶現象最驚図鑑／武田 康男／K450チ
土石流のチカラ／佐藤 丈晴／K517サ

エナジードリンク・栄養ドリンクのすべて／松永 政司／588.4マ 名探偵コナン から紅の恋歌（ラブレター）／青山 剛昌／K913ミ

家事の断捨離／やました ひでこ／590ヤ
アキラとあきら／池井戸 潤／B913.6イ

日 月 火 水 木 金 土
７/1

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4 5 6 7 8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29
8/1 2
3 4 5

＊■は、休館日です。

たなばたにょうぼう／常光 徹／KE
つまんないつまんない／ヨシタケ シンスケ／KE

図書館の絵本コーナーで、山移のボランティアの方
お二人が、毎月第1金曜の１０時から、絵本の読み
聞かせをおこないます。
７月の予定は７月 ７日（金）の１０時からです。
３０分程度、読み聞かせや手遊びなどをおこないます。
大人も子どもも一緒に楽しめるお話し会です。
どうぞお気軽にお越しください♪
※開館時間・・・午前１０：００～午後６：００

お手数ですが、耶馬溪図書館で借りていただく際には予約が必要です
このコーナーでは、耶馬溪以外の図書館（小幡記念図書館、三光、本耶馬渓、
山国）に入った新着本を紹介します。気になる本があれば、どうぞご予約を！
書名・著者名・分類番号【小説・エッセイ以外】
書名・著者名・分類番号【小説・エッセイ】
ポジティブ会議／松岡 修造／159マ
災神／江島 周／913.6エ
坊さんの妙薬小咄88話／松本 修明／188.9マ 京都かけだし信金マンの事件簿／菅井 敏之／913.6キ
日本史＆世界史ビジュアル歴史年表／カルチャーランド／209ニ ザ・ベストミステリー2017／日本推理作家協会／913.6サ

いま知っておきたい天皇と皇室／山下 晋司／288.4ヤ めぐみ園の夏／高杉 良／913.6タ

おいしい時間をあの人と／伊藤 まさこ／281.04イ ショートショート・BAR／田丸 雅智／913.6タ

共謀罪の何が問題か／髙山 佳奈子／326.8タ 掟上今日子の裏表紙／西尾 維新／913.6ニ
10分でわかる得する年金のもらい方／田中 章二／364.6タ ニャンニャンにゃんそろじー／有川 浩／913.6ニ
子どもと一緒に覚えたい道草の名前／稲垣 栄洋／470コ 探偵さえいなければ／東川 篤哉／913.6ヒ
あなたの人生を変える雨の日の過ごし方／美野田 啓二／498.4ミ ストラディヴァリウスを上手に盗む方法／深水 黎一郎／913.6フ

DIYで作る！男のガレージ＆工房／中村 好文／527テ 落語魅捨理(ミステリ)全集／山口 雅也／913.6ヤ

優しき悪霊／輪渡 颯介／913.6ワ
サバイバル猟師飯／荒井 祐介／659ア
女と男の品格。／伊集院 静／914.6イ
キャッチコピーの教科書／さわらぎ 寛子／674サ 死ぬのもたいへんだ／曽野 綾子／914.6ソ
組み方を楽しむエコクラフトのかご作り／荒関 まゆみ／754.9ア かんもくって何なの！？／モリナガ アメ／916モ

接待の手土産2017－2018／ぐるなび「こちら秘書室」編集室／596セ

キャンプでやってみる子どもサバイバル／川口 拓／786.3カ 図書館は逃走中／デイヴィッド・ホワイトハウス／933ホ

知るほどに深くなる漢字のツボ／円満字 二郎／811.2エ 上州すき焼き鍋の秘密／倉阪 鬼一郎／B913.6ク
サラリーマン川柳なっとく傑作選30回記念版／やく みつる／911.4サ

哀惜の剣／小杉 健治／B913.6コ
2017年7月～8月まで

曜日
第１
木曜
日
第３
木曜
日

月／日

７/ ６
７/２０
８/ ３
８/１７
７/１３

第２
木曜
日

７/２７

第４
木曜
日

８/１０
８/２４

駐車地
永岩消防車庫前
津民保育所
津民診療所前
上ノ川内
耶馬溪運輸車庫前
栃木自治公民館前
津民小学校
戸原市営住宅前
もみじ園
城井小学校
下郷保育所
やすらぎ荘

予定時間

９：５５～１０：１０
１０：２０～１０：４０
１０：４５～１０：５５
１１：０５～１１：１５
１１：２５～１１：４０
１１：４５～１１：５０
１３：００～１３：３０
１３：４０～１４：００
１４：１５～１４：３０
１５：００～１６：２０
９：５０～１０：２０
１０：２５～１０：５０
黒法師営農指導研究所 １１：００～１１：１５
両畑バス停前 １１：２５～１１：３０
樋山路バス停 １１：３５～１１：４５
下郷小学校
１３：００～１３：３０
宮園住宅付近 １３：４０～１３：５０
雲神社付近
１３：５５～１４：２０
一ツ戸バス停付近 １４：４０～１４：５５
鎌城
１５：１５～１５：２５
金吉生活改善センター １５：４５～１５：５０
幸田入口バス停前 １５：５０～１５：５５
伊福
１６：１５～１６：２５

曜日
第１
金曜
日
第３
金曜
日

月／日

駐車地

７/ ７
７/２１

戸原分譲住宅
三尾母公民館付近
三慧保育園
山移小学校
山移診療所前
もみじの湯
鹿鳴館駐車場

８/ ４
８/１８
７/１４

第２
金曜
日
第４
金曜
日

７/２８

８/２５

予定時間

１０：００～１０：３０
１０：４０～１１：２０
１１：２５～１１：４５
１３：００～１３：３０
１３：４５～１４：１０
１４：２０～１４：４０
１４：５０～１５：５０
ドライブレストアイビー前 ９：５０～１０：００
鎌野集落交差点 １０：１５～１０：３０
百谷生活改善センター １０：４０～１０：５０
上百谷公民館 １０：５５～１１：００
藤木自治公民館 １１：１０～１１：３０
耶馬溪中学校 １２：４０～１３：１０
鹿鳴館駐車場 １３：４０～１４：１０
家籠
１４：３０～１４：５５
寺小野
１５：０５～１５：１５
小柿山（光円寺） １５：３５～１５：５５
折戸温泉前
１６：１０～１６：２０

耶馬溪図書館（耶馬溪公民館 １階）

『ことだーま』

耶馬溪大字柿坂５２０番地 ☎５４－３１１１（内線３４０）

『JC女子力向上BOOK』

絵本

児童書

まつなか ちなみ／文芸社

関川 香織／秀和システム

ぼくが兄ちゃんに言った”言葉”がぷくーっと

毎月の生理がユーウツ。ダイエットしてキレイに

ふくらんで、兄ちゃんを攻撃した。ぼくがあんな

なりたい。カレはホントに私のこと好きなのかな

ことを言ったからだ。ほんとは兄ちゃんのこと

あ・・・。誰にも相談できない、あんなことやこんな

大好きなのに。ぼく、どうしよう・・・。

ことがわかったら、きっともっとカワイクなれる！

言葉を大切にしたくなる絵本です。

中学生の女子たちみんなの体と心について、
知っておきたいことを伝えます。

『一生動ける体になる！骨力
体操』 一般書 Mokoto／高橋書店

『大分県のしいたけ料理の本』
一般書

階段がツラい、よろけやすい、腰が痛む、

神谷 禎恵／西日本新聞社

しいたけ稲荷、しいたけステーキ、しいたけ

肩こりがひどい・・・・。じつは寝たきり

ミートパスタ、揚げしいたけの佃煮・・・。

予備軍かも！？

乾しいたけの味と生産量で日本一の大分県の

骨を大きく動かす力を取り戻し、死ぬまで自分

の足でしっかり歩ける力を手にできる、骨力体操

しいたけ料理を、レシピ付きで紹介します。

を紹介します。

書名・著者名・分類番号【一般】

書名・著者名・分類番号【児童】

認知症＆もの忘れはこれで9割防げる！／浦上 克哉／493.7ウ 小学生のかっこいい！！自由研究／成美堂出版編集部／K407シ

シニアの脊柱管狭窄症／紺野 愼一／494.6シ

ワクワク！かわいい！自由研究大じてん／成美堂出版編集部／K407ワ

まんがでわかる自律神経の整え方／小林 弘幸／498.3コ 恐竜キャラクター超大百科／平山 廉／K457キ

呼吸と姿勢の新法則／兼子 ただし／498.3コ

昆虫って、どんなの？／いしもり よしひこ／K486イ

私にもできる！自然農法入門／MOA自然農法文化事業団／626.9ワ 夏休み！発酵菌ですぐできるおいしい自由研究／小倉 ヒラク／K588オ

脳力を鍛える！大人の迷路・迷図パラダイス／関 三平／798セ 一冊で差がつく！将棋上達のコツ50／屋敷 伸之／K796イ

日 月 火 水
8/1 2
6 7 8 9
13 14 15 16
20 21 22 23
27 28 29 30

木
3
10
17
24
31

金
4
11
18
25
9/1

土
5
12
19
26
2

＊■は、休館日です。
※開館時間・・・午前１０：００～午後６：００

図書館の絵本コーナーで、山移のボランティアの方
お二人が、毎月第1金曜の１０時から、絵本の読み
聞かせをおこないます。
８月の予定は８月 ４日（金）の１０時からです。
３０分程度、読み聞かせや手遊びなどをおこないます。
大人も子どもも一緒に楽しめるお話し会です。
どうぞお気軽にお越しください♪

お手数ですが、耶馬溪図書館で借りていただく際には予約が必要です
このコーナーでは、耶馬溪以外の図書館（小幡記念図書館、三光、本耶馬渓、
山国）に入った新着本を紹介します。気になる本があれば、どうぞご予約を！
書名・著者名・分類番号【小説・エッセイ以外】
書名・著者名・分類番号【小説・エッセイ】
勉強の哲学／千葉 雅也／002チ
現世怪談／木原 浩勝／913.6キ
江戸のベストセラー／清丸 惠三郎／023.1セ 雑賀の女鉄砲撃ち／佐藤 恵秋／913.6サ
宝くじで1億円当たった人の末路／鈴木 信行／159ス 5分で涙があふれて止まらないお話／志賀内 泰弘／913.6シ

掟上今日子の裏表紙／西尾 維新／913.6ニ
ブラタモリ ７・８／NHK「ブラタモリ」制作班／291.0フ 最果ての街／西村 健／913.6ニ

イラストでよくわかる日本の神様図鑑／古川 順弘／172フ

「赤ちゃんポスト」は、それでも必要です。／田尻 由貴子／369.4タ ベスト本格ミステリ2017／本格ミステリ作家クラブ／913.6ヘ

「あの人すてき！」と思わせる美人な姿勢図鑑／彩希子／385.9サ

真田騒動（大活字本）上・下／池波 正太郎／913.6イ

死ぬまでボケない1分間”脳活”法／帯津 良一／498.3オ 無用庵隠居修行（大活字本）上・下／海老沢 泰久／913.6エ

マンガでわかる栄養素の基本／森田 佐和子／498.5マ 夏草の賦（大活字本）１～４／司馬 遼太郎／913.6シ

おしゃれが上達する大人服／石田 純子／589.2オ 螢草（大活字本）上・下／葉室 麟／913.6ハ

風と共にゆとりぬ／朝井 リョウ914.6ア
トコトンやさしい土壌の本／藤原 俊六郎／613.5ト 荒野に立てば／北方 謙三／914.6キ
木に登る王／スティーヴン・ミルハウザー／933ミ
生きる職場／武藤 北斗／667.0ム

つくりおき五味薬味でずぼらやせごはん／番場 智子／596ハ

ダメなときほど「言葉」を磨こう／萩本 欽一／779.9ハ 小石川貧乏神殺人事件／風野 真知雄／B913.6カ

自作キャンプアイテム教本／長谷部 雅一／786.3ハ 完本密命 巻之２４／佐伯 泰英／B913.6サ
漢字は日本でどう生きてきたか／湯沢 質幸／811.2ユ 仇討旅／鳥羽 亮／B913.6ト

文豪と暮らし／開発社／910.2フ

恋するおしい刑事／藤崎 翔／B913.6フ
2017年8月～9月まで

曜日
第１
木曜
日
第３
木曜
日

月／日

８/ ３
８/１７
９/ ７
９/２１
８/１０

第２
木曜
日

８/２４

第４
木曜
日

９/１４
９/２８

駐車地
永岩消防車庫前
津民保育所
津民診療所前
上ノ川内
耶馬溪運輸車庫前
栃木自治公民館前
津民小学校
戸原市営住宅前
もみじ園
城井小学校
下郷保育所
やすらぎ荘

予定時間

９：５５～１０：１０
１０：２０～１０：４０
１０：４５～１０：５５
１１：０５～１１：１５
１１：２５～１１：４０
１１：４５～１１：５０
１３：００～１３：３０
１３：４０～１４：００
１４：１５～１４：３０
１５：００～１６：２０
９：５０～１０：２０
１０：２５～１０：５０
黒法師営農指導研究所 １１：００～１１：１５
両畑バス停前 １１：２５～１１：３０
樋山路バス停 １１：３５～１１：４５
下郷小学校
１３：００～１３：３０
宮園住宅付近 １３：４０～１３：５０
雲神社付近
１３：５５～１４：２０
一ツ戸バス停付近 １４：４０～１４：５５
鎌城
１５：１５～１５：２５
金吉生活改善センター １５：４５～１５：５０
幸田入口バス停前 １５：５０～１５：５５
伊福
１６：１５～１６：２５

月／日

駐車地

第１
金曜
日

８/ ４
８/１８

第３
金曜
日

９/１５

戸原分譲住宅
三尾母公民館付近
三慧保育園
山移小学校
山移診療所前
もみじの湯
鹿鳴館駐車場

曜日

第２
金曜
日
第４
金曜
日

８/２５

９/ ８
９/２２

予定時間

１０：００～１０：３０
１０：４０～１１：２０
１１：２５～１１：４５
１３：００～１３：３０
１３：４５～１４：１０
１４：２０～１４：４０
１４：５０～１５：５０
ドライブレストアイビー前 ９：５０～１０：００
鎌野集落交差点 １０：１５～１０：３０
百谷生活改善センター １０：４０～１０：５０
上百谷公民館 １０：５５～１１：００
藤木自治公民館 １１：１０～１１：３０
耶馬溪中学校 １２：４０～１３：１０
鹿鳴館駐車場 １３：４０～１４：１０
家籠
１４：３０～１４：５５
寺小野
１５：０５～１５：１５
小柿山（光円寺） １５：３５～１５：５５
折戸温泉前
１６：１０～１６：２０

耶馬溪図書館（耶馬溪公民館 １階）

耶馬溪大字柿坂５２０番地 ☎５４－３１１１（内線３４０）

『「おに」と名づけられた、ぼく』

『マンガでおぼえるコミュニケーション』

絵本

児童書

木根 尚登／TOブックス

齋藤 孝／岩崎書店

「おに」という名前から、ぼくは、学校でいじめ

コミュニケーションの基本を子ども向けに解説

にあううちに、生きることがいやになって自殺を

する本です。友だちに何か誘われたとき、入院

考えた。その矢先、突然知らされた、ぼくの

した友だちを見舞ったときなど、さまざまな状況

名前のひみつ・・・。

別に、言っていいこと、言ってはいけないことを、

前向きに生きる勇気を分けてくれる絵本です。

『体を整える野菜事典』

『遊びリテーション大全集』
一般書

マンガとともに紹介します。
一般書

日本野菜ソムリエ協会／宝島社

土居 新幸／講談社

「スキンシップの遊び」「ボールを使った遊び」

肌のクスミ・シミ、デトックス、風邪・・・。体の

など、楽しい遊び全１２０種を収録した、高齢者

悩みや予防したい症状ごとに、その改善・予防

レクリエーションの決定版です。リハビリとして

につながる野菜と果物を選りすぐって紹介します。

の根拠から、準備や進行の手順、盛り上げる

また、それらの栄養成分を効率よく働かせる

コツまでをイラストを交えて徹底解説します。

ための調理法と、保存や下準備のコツも掲載
しています。

書名・著者名・分類番号【一般】

書名・著者名・分類番号【児童】
図解自分を操る超集中力／メンタリストＤａｉＧｏ／159タ ハッピーになれる名前占い／宮沢 みち／K148ミ
「お湯だけ洗い」であなたの肌がよみがる！／高橋 洋子／494.8タ 図解大事典世界の妖怪／ながた みかこ／K388ス
頻尿・尿もれがスッキリ！なくなる本／楠山 弘之／494.9ヒ 海底大冒険！／池原 研／K452カ
加工食品の危険度調べました／渡辺 雄二／498.5ワ 大迫力！恐竜・古生物大百科／福井県立恐竜博物館／K457タ

１０/２７～１１/９の秋の読書週間にあわせて、読み聞かせボランティアの方による
『大人のためのおななし会』をおこなう予定です。(お子さんもお待ちしています！）
日時等の詳細は、来月の図書館だよりに掲載します。内容はお楽しみに♪

日 月 火 水 木 金 土
9/1 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
＊■は、休館日です。
※開館時間・・・午前１０：００～午後６：００

図書館の絵本コーナーで、山移のボランティアの方
お二人が、毎月第1金曜の１０時から、絵本の読み
聞かせをおこないます。
※９月の第１・第２金曜日は都合のため変更しました。
９月の予定は９月１５日（金）の１０時からです。
３０分程度、読み聞かせや手遊びなどをおこないます。
大人も子どもも一緒に楽しめるお話し会です。
どうぞお気軽にお越しください♪

中津市立図書館では毎年、中津市内の小学生に図書館の仕事を体験してもらうために
「夏休み一日図書館司書体験」を実施しています。
本の貸出・返却・排架（棚へ本を戻す）作業や新新刊図書に蔵書印を押す作業など、様々な
活動を通して何かを学び、思い出に残れば嬉しく思います。

新刊図書を排架しました。どう配置すれば

本の貸出・返却作業をしました。最初は緊張

いいか、レイアウトを考えながら作業しまし

をしていたようですが、慣れていって対応も

た。（8/3 下郷小学校）

しっかりできました。（8/4 津民小学校）

団体貸出用の本の貸出・返却作業をしま

返却された本の中に、レシート等が入っていない

した。たくさん本がありましたが、テキパキ

か、本が破れていなかの確認作業です。全部の

できました。(8/10

本をきちんと確認しました。(8/1 7 城井小学校）

山移小学校）

2017年9月～10月まで
曜日
第１
木曜
日
第３
木曜
日

月／日

９/ ７
９/２１
１０/ ５
１０/１９
９/１４

第２
木曜
日

９/２８

第４
木曜
日

１０/１２
１０/２６

駐車地
永岩消防車庫前
津民保育所
津民診療所前
上ノ川内
耶馬溪運輸車庫前
栃木自治公民館前
津民小学校
戸原市営住宅前
もみじ園
城井小学校
下郷保育所
やすらぎ荘

予定時間

９：５５～１０：１０
１０：２０～１０：４０
１０：４５～１０：５５
１１：０５～１１：１５
１１：２５～１１：４０
１１：４５～１１：５０
１３：００～１３：３０
１３：４０～１４：００
１４：１５～１４：３０
１５：００～１６：２０
９：５０～１０：２０
１０：２５～１０：５０
黒法師営農指導研究所 １１：００～１１：１５
両畑バス停前 １１：２５～１１：３０
樋山路バス停 １１：３５～１１：４５
下郷小学校
１３：００～１３：３０
宮園住宅付近 １３：４０～１３：５０
雲神社付近
１３：５５～１４：２０
一ツ戸バス停付近 １４：４０～１４：５５
鎌城
１５：１５～１５：２５
金吉生活改善センター １５：４５～１５：５０
幸田入口バス停前 １５：５０～１５：５５
伊福
１６：１５～１６：２５

曜日
第１
金曜
日
第３
金曜
日

月／日

９/１５
１０/ ６

１０/２０
９/ ８

第２
金曜
日

９/２２

第４
金曜
日

１０/１３
１０/２７

駐車地
戸原分譲住宅
三尾母公民館付近
三慧保育園
山移小学校
山移診療所前
もみじの湯
鹿鳴館駐車場

予定時間

１０：００～１０：３０
１０：４０～１１：２０
１１：２５～１１：４５
１３：００～１３：３０
１３：４５～１４：１０
１４：２０～１４：４０
１４：５０～１５：５０
ドライブレストアイビー前 ９：５０～１０：００
鎌野集落交差点 １０：１５～１０：３０
百谷生活改善センター １０：４０～１０：５０
上百谷公民館 １０：５５～１１：００
藤木自治公民館 １１：１０～１１：３０
耶馬溪中学校 １２：４０～１３：１０
鹿鳴館駐車場 １３：４０～１４：１０
家籠
１４：３０～１４：５５
寺小野
１５：０５～１５：１５
小柿山（光円寺） １５：３５～１５：５５
折戸温泉前
１６：１０～１６：２０

耶馬溪図書館（耶馬溪公民館 １階）

耶馬溪大字柿坂５２０番地 ☎５４－３１１１（内線３４０）

『このママにきーめた！』

『さいごの夏、きみがいた。』

絵本

児童書

のぶみ／サンマーク出版

あかちゃんが雲の上から「このママにきーめ

西本 紘奈／KADOKAWA

「転校するまえに2人きりで話そう」と約束した

た！」と指さしたのは、掃除もしない、料理も

場所で、蛍（けい）は事故にあった。絶望するさく

適当なママ。

らの前に、蛍が奇跡のように現れ「泣かないで。

「ぼくは、ママをよろこばせるために、うまれる

それより、つきあってよ。オレの、さいごの夏休

んだから」と、ママのおなかに入って・・・。

みに」と言い・・・。最高の初恋ストーリー。

『花緑の幸せ入門「笑う門には
福来る」のか ？』 一般書

『頼山陽のことば』

一般書

長尾 直茂／斯文会

柳家 花緑／竹書房

家族への情愛を吐露した詩、旅中の感懐を詠

９歳で初高座、２２歳で真打のエリート落語
家・柳家花緑は、子供の頃「学習障害」だった。
かつて漢字が分からず本を読むこともできな
かった柳家花緑が自らの体験と、多くの人の支

えから導き出した幸せの見つけ方を綴ります。

書名・著者名・分類番号【一般】
父「永 六輔」を看取る／永 千絵／289.1エ
最強最高のがん知識／中川 恵一／494.5ナ

じた絶唱・・・。
頼山陽の生涯を４つの時期に分け、彼の家族
的な側面や日常を、詩文を通して描きます。
耶馬溪と関わりのある、頼山陽について学ん

でみましょう！

書名・著者名・分類番号【児童】
ギョギョギョ！おしえて！さかなクン ２／さかなクン／Ｋ487サ

羽生善治はじめての子ども将棋／羽生 善治／K796ハ

体内労働をとる５分間内臓ウォーキング／田川 直樹／498.3タ おしりたんてい いせきからのＳＯＳ／トロル／Ｋ913ト

世界一やさしい！おくすり図鑑／池上 文雄／499.1セ おにぎりのひみつ／かとう まふみ／KE

＜図解＞雑談力／百田 尚樹／809.4ヒ
こころ彩る徒然草／木村 耕一／914.4ヨ

日 月
10/1 2
8 9
15 16
22 23
29 30

火
3
10
17
24
31

水
4
11
18
25
11/1

木
5
12
19
26
2

金
6
13
20
27
3

土
7
14
21
28
4

＊■は、休館日です。
※開館時間・・・午前１０：００～午後６：００

なんにもせんにん／唯野 元弘／ＫＥ
ナマケもん／ひぐち ともみ／ＫＥ

図書館の絵本コーナーで、山移のボランティアの方
お二人が、毎月第1金曜の１０時から、絵本の読み
聞かせをおこないます。
10月の予定は10月６日（金）の１０時からです。
３０分程度、読み聞かせや手遊びなどをおこないます。
大人も子どもも一緒に楽しめるお話し会です。
どうぞお気軽にお越しください♪

１０月２７日（金）～１１月９日（木）まで、秋の読書週間があります。
今年の標語は、「本に恋する季節です！」です。芸術の秋、スポーツの
秋など、それぞれの『秋』があるかと思いますが、秋の夜長にゆっくりと
「読書の秋」をしてはいかがでしょうか。
耶馬溪図書館では、秋の読書週間に合わせて、以下のイベントをする予定
です。ぜひご来場下さい。

★本の福袋★

★大人のためのお話し会★

どんな本が入っているのかな？
児童書、一般書に分けて、中にどんな
本が入っているのか、簡単にあらすじ
のみ紹介したのが書かれている紙袋
を用意します。
普段自分が借りないような本が入って
いるかもしれません。どんな本が入っ
ているか、ドキドキしながら選んで
みて下さい。

読み聞かせボランティアの方がおこなう、
大人も子どもも一緒に楽しめるお話し会
です。お気軽にお越し下さい。

日時：10月30日（月） 11時より
１時間程度
場所：耶馬溪図書館 絵本コーナー
内容：紙芝居 『耶馬溪のおこり』
絵本 『ずーっとずっと
だいすきだよ』
『あかり』
※内容は変更する場合がございます。
ご了承下さい。

★しおりのプレゼント★
本を読むときに使ってください。ただし、
数に限りがありますので、1人1枚で、
無くなり次第終了いたします。
2017年10月～11月まで

曜日
第１
木曜
日
第３
木曜
日

月／日

１０/ ５
１０/１９
１1/ ２
１1/１６
１０/１２

第２
木曜
日
第４
木曜
日

１０/２６

１１/ ９

駐車地
永岩消防車庫前
津民保育所
津民診療所前
上ノ川内
耶馬溪運輸車庫前
栃木自治公民館前
津民小学校
戸原市営住宅前
もみじ園
城井小学校
下郷保育所
やすらぎ荘

予定時間

９：５５～１０：１０
１０：２０～１０：４０
１０：４５～１０：５５
１１：０５～１１：１５
１１：２５～１１：４０
１１：４５～１１：５０
１３：００～１３：３０
１３：４０～１４：００
１４：１５～１４：３０
１５：００～１６：２０
９：５０～１０：２０
１０：２５～１０：５０
黒法師営農指導研究所 １１：００～１１：１５
両畑バス停前 １１：２５～１１：３０
樋山路バス停 １１：３５～１１：４５
下郷小学校
１３：００～１３：３０
宮園住宅付近 １３：４０～１３：５０
雲神社付近
１３：５５～１４：２０
一ツ戸バス停付近 １４：４０～１４：５５
鎌城
１５：１５～１５：２５
金吉生活改善センター １５：４５～１５：５０
幸田入口バス停前 １５：５０～１５：５５
伊福
１６：１５～１６：２５

月／日

駐車地

第１
金曜
日

１０/ ６
１０/２０

第３
金曜
日

１１/１７

戸原分譲住宅
三尾母公民館付近
三慧保育園
山移小学校
山移診療所前
もみじの湯
鹿鳴館駐車場

曜日

１０/１３
第２
金曜
日
第４
金曜
日

１０/２７
１１/１０
１１/２４

予定時間

１０：００～１０：３０
１０：４０～１１：２０
１１：２５～１１：４５
１３：００～１３：３０
１３：４５～１４：１０
１４：２０～１４：４０
１４：５０～１５：５０
ドライブレストアイビー前 ９：５０～１０：００
鎌野集落交差点 １０：１５～１０：３０
百谷生活改善センター １０：４０～１０：５０
上百谷公民館 １０：５５～１１：００
藤木自治公民館 １１：１０～１１：３０
耶馬溪中学校 １２：４０～１３：１０
鹿鳴館駐車場 １３：４０～１４：１０
家籠
１４：３０～１４：５５
寺小野
１５：０５～１５：１５
小柿山（光円寺） １５：３５～１５：５５
折戸温泉前
１６：１０～１６：２０

耶馬溪図書館（耶馬溪公民館 １階）

『和食のえほん』

耶馬溪大字柿坂５２０番地 ☎５４－３１１１（内線３４０）

『泣けるいきもの図鑑』

児童書

江原 絢子／PHP研究所

児童書

今泉 忠明／学研プラス

世界から高い評価を受けている和食。「一汁

泣ける！元気が出る！野生で大変な暮らしを

一菜」や「さしすせそ」といった和食の基本から、

しているいきものや、進化によってどんでもない

調理法や食材、また和食ならではのおもてなし

体になってしまったいきもの、絶滅したいきもの

まで、和食の素晴らしさを、わかりやすく紹介

の最後の１匹など、７７種のいきものに関する

しています。

エピソードを紹介。感動の実話も掲載しています。

『老いた親のきもちがわかる本』

『ありがとう すみません お元気で』

一般書

一般書

佐藤 眞一／朝日新聞社

知っているようで知らない、もしかしたら誤解

河野 太通／あさ出版

著者は大分県生まれで、中津市の松巖寺で出家

しているかもしれない、年老いた親のきもちや

され、様々な役職に就任。元全日本仏教会会長、

行動を、マンガとやさしい文章で解説します。

第33代臨済宗妙心寺派管長、姫路 龍門寺住職の

困っている時にすぐに実践できるアドバイス
や、心の持ちようのヒントも掲載しています。

方です。
難解な禅の言葉を、柔らかな語り口でわかりやす
く解説しています。

書名・著者名・分類番号【一般】
一瞬で人生が変わるすっごい呪文／メンタリストDaiGo／140.4タ

書名・著者名・分類番号【児童】
13歳からの「学問のすすめ」／福澤 諭吉／K002フ

「ねたままストレッチ」で腰痛は治る！／山口 正貴／493.6ヤ しらべよう！りかいしよう！点字の世界１～３／桜雲会／K378シ

大丈夫！何とかなります過活動膀胱／横山 修／494.9タ すがたをかえる食べもの１～７／香西 みどり／K619ス

老けない人はこれを食べている／牧田 善二／498.5マ おかしな？ハロウィン／ザ・キャビンカンパニー／KE
クレンジングをやめたら肌がきれいになった／北島 寿／576.7キ パノフじいちゃんのすてきな日クリスマス／トルストイ／KE

銀河鉄道の父／門井 慶喜／913.6カ

日 月 火 水 木
11/1 2
5 6 7 8 9
12 13 14 15 16
19 20 21 22 23
26 27 28 29 30

金
3
10
17
24
12/1

土
4
11
18
25
2

＊■は、休館日です。
※開館時間・・・午前１０：００～午後６：００

ぼく、ママとけっこんする！／のぶみ／KE

耶馬溪文化フェスティバルで、ボランティアの
方が、絵本の読み聞かせをおこないます。
11月3日（金）の１1時から３０分程度、読み
聞かせや手遊びなどをおこないます。
大人も子どもも一緒に楽しめるお話し会です。
どうぞお気軽にお越しください♪

お手数ですが、耶馬溪図書館で借りていただく際には予約が必要です
このコーナーでは、耶馬溪以外の図書館（小幡記念図書館、三光、本耶馬渓、
山国）に入った新着本を紹介します。気になる本があれば、どうぞご予約を！
書名・著者名・分類番号【小説・エッセイ以外】
書名・著者名・分類番号【小説・エッセイ】
保育・子育て絵本の住所録／舟橋 斉／R028.0ホ 踊る星座／青山 七恵／913.6ア
脳にこじつけていつでも引き出す記憶術／並木 秀陸／141.3ナ わろてんか／吉田 智子／913.6ア
怒りを鎮めるうまく謝る／川合 伸幸／141.6カ ポーラスター［２］／海堂 尊／913.6カ
西郷隆盛十の「訓え」／西郷 隆文／289.1サ 署長・田中健一の幸運／川崎 草志／913.6カ
美しいものを見に行くツアーひとり参加／益田 ミリ／290.9マ 星ちりばめたる旗／小手鞠 るい／913.6コ
マンガ日本の珍しい職業大百科／給料BANK／366.2マ 紫式部の娘。賢子はとまらない！／篠 綾子／913.6シ

酒のやめ方講座／中本 新一／368.8ナ
青い花／瀬戸内 寂聴／913.6セ
よくわかるギャンブル障害／蒲生 裕司／493.7カ ７人の名探偵／綾辻 行人／913.6ナ
かみやすい、飲み込みやすい健康ごはん／山田 晴子／498.5カ 千夜と一夜の物語／仁木 英之／913.6ニ
雨漏りトラブル完全解決／日経ホームビルダー／525.5ア 主婦悦子さんの予期せぬ日々／久田 恵／913.6ヒ
本当に似合う服に出会える魔法のルール／二神 弓子／589.2フ

忌物堂鬼談／三津田 信三／913.6ミ

茶の事典／大森 正司／R619.8チ
久米宏です。／久米 宏／699.3ク
戌年のゆる文字年賀状／宇田川 一美／728ウ
ひふみんの将棋入門／加藤 一二三／796カ
大声のすすめ。／乙津 理風／809.4オ
60歳からの外国語修行／青山 南／860.4ア

３４歳無職父さんの東大受験日記／両角 長彦／913.6モ

吹上奇譚 第１話／吉本 ばなな／913.6ヨ
蘇える鬼平犯科帳／池波 正太郎／913.6ヨ
絵本作家の百聞百見／川端 誠／914.6カ
感傷的な午後の珈琲／小池 真理子／914.6コ
紀尾井坂版元殺人事件／風野 真知雄／B913.6カ

2017年11月～12月まで
曜日
第１
木曜
日
第３
木曜
日

第２
木曜
日
第４
木曜
日

月／日

１１/ ２
１１/１６
１２/２１

１１/ ９

１２/１４
１２/２８

駐車地
永岩消防車庫前
津民保育所
津民診療所前
上ノ川内
耶馬溪運輸車庫前
栃木自治公民館前
津民小学校
戸原市営住宅前
もみじ園
城井小学校
下郷保育所
やすらぎ荘

予定時間

９：５５～１０：１０
１０：２０～１０：４０
１０：４５～１０：５５
１１：０５～１１：１５
１１：２５～１１：４０
１１：４５～１１：５０
１３：００～１３：３０
１３：４０～１４：００
１４：１５～１４：３０
１５：００～１６：２０
９：５０～１０：２０
１０：２５～１０：５０
黒法師営農指導研究所 １１：００～１１：１５
両畑バス停前 １１：２５～１１：３０
樋山路バス停 １１：３５～１１：４５
下郷小学校
１３：００～１３：３０
宮園住宅付近 １３：４０～１３：５０
雲神社付近
１３：５５～１４：２０
一ツ戸バス停付近 １４：４０～１４：５５
鎌城
１５：１５～１５：２５
金吉生活改善センター １５：４５～１５：５０
幸田入口バス停前 １５：５０～１５：５５
伊福
１６：１５～１６：２５

曜日
第１
金曜
日
第３
金曜
日

月／日

１１/１７
１２/ １
１２/１５
１１/１０

第２
金曜
日
第４
金曜
日

１１/２４

１２/２２

駐車地
戸原分譲住宅
三尾母公民館付近
三慧保育園
山移小学校
山移診療所前
もみじの湯
鹿鳴館駐車場

予定時間

１０：００～１０：３０
１０：４０～１１：２０
１１：２５～１１：４５
１３：００～１３：３０
１３：４５～１４：１０
１４：２０～１４：４０
１４：５０～１５：５０
ドライブレストアイビー前 ９：５０～１０：００
鎌野集落交差点 １０：１５～１０：３０
百谷生活改善センター １０：４０～１０：５０
上百谷公民館 １０：５５～１１：００
藤木自治公民館 １１：１０～１１：３０
耶馬溪中学校 １２：４０～１３：１０
鹿鳴館駐車場 １３：４０～１４：１０
家籠
１４：３０～１４：５５
寺小野
１５：０５～１５：１５
小柿山（光円寺） １５：３５～１５：５５
折戸温泉前
１６：１０～１６：２０

耶馬溪図書館（耶馬溪公民館 １階）

耶馬溪大字柿坂５２０番地 ☎５４－３１１１（内線３４０）

12/4（月）～12/8（金）は資料総点検のため、図書館は利用できません。
12/29（金）～2018年1/4（木）まで年末年始休館です。1/5（金）から利用できます。

『あのときのカレーライス』

『ざしき童子（ぼっこ）のはなし』

絵本

絵本

きむら ゆういち／講談社

貧乏な男は朝も夜も働いて、あたりで一番の

宮沢 賢治／三起商行

誰もいない屋敷で箒の音がしたり、遊んでいた

大金持ちになりました。欲しいものは手に入れ、

子供たちの人数がいつの間にか増えていたり。

おいしい料理もみんな食べてしまった男は、

夢だかなんだかわからない。けれどもきっと本当

貧しい時にごちそうになったカレーライスが

だ。こんなのが、ざしき童子です・・・。

食べたくなり・・・。

宮沢賢治の童話「ざしき童子のはなし」を絵本

人生で本当に大切なものを描く絵本です。

化しました。

『高齢者のためのレクリエーション』
一般書

斉藤 道雄／成美堂出版

高齢者の心と体が元気になる音楽レクリエー

『小学生でもわかる国を守る
お仕事そもそも事典』 一般書
佐藤 正久／新潟：シーアンドアール研究所

ションを多数紹介しています。動作をイラストで

そもそも自衛隊ってなに？ なぜ憲法9条が

説明し、歌詞や楽譜も掲載。付属CDには曲の

あるのに自衛隊が必要なの？ 自衛隊を支える

伴奏と音当てクイズ用音源等を収録。コピー

のはどんな人達？ 「ヒゲの隊長」と呼ばれた元

して使う表、ぬりえも楽しめるイラスト付きです。

自衛官・佐藤正久が、国民の命を守る自衛隊の
任務をわかりやすく図解します。

書名・著者名・分類番号【一般】
書名・著者名・分類番号【児童】
ぐんぐん目がよくなるあそブック／日比野 佐和子／K496ク
えんま様の格言／名取 芳彦／188.5ナ
わが子のやる気の育て方／ジョビィキッズ／379.9ワ 5分後に禁断のラスト／エブリスタ／K913コ
おとな女子のセルフ健康診断／内山 明好／498.3オ 先生!、、、好きになってもいいですか?／河原 和音／K913ハ
落ちない汚れをラクに落とす掃除術／茂木 和哉／597.9モ 胸キュンスカッと／痛快TVスカッとジャパン／K913モ

アナログ／ビートたけし／913.6ヒ

クリスマス・キャロル／チャールズ・ディケンズ／KE

一〇五歳、死ねないのも困るのよ／篠田 桃紅／914.6シ 図書館を心から愛した男／アンドリュー・ラーセン／KE

日 月 火 水 木 金 土
12/1 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 6
＊■は、休館日です。

図書館の絵本コーナーで、山移のボランティアの方
お二人が、毎月第1金曜の１０時から、絵本の読み
聞かせをおこないます。
12月の予定は12月 1日（金）の１０時からです。
３０分程度、読み聞かせや手遊びなどをおこないます。
大人も子どもも一緒に楽しめるお話し会です。
どうぞお気軽にお越しください♪
※開館時間・・・午前１０：００～午後６：００

耶馬溪図書館の窓からは、四季折々の自然を楽しむことができます。春は
桜、夏は「若葉もみじ」、秋は「錦もみじ」、冬は雪景色が美しいです。
また、日本遺産に登録された「やばけい遊覧～大地に描いた山水絵巻の
道をゆく～」の名所は旧耶馬渓鉄道線路跡のサイクリングロード沿いにあり、
道沿いに耶馬溪図書館も建っています。市民の方も、観光で来られた方も、
是非お立ち寄りください。
2017年11月より、図書館内の出窓の席で、四季折々の景色を見ながら、本
や雑誌を読んだり勉強をしながら、お茶を飲んだり、おにぎりやパンなどの軽
食が可能になりました。
図書館内での飲食可能スペースなので、他の利用者の方のご迷惑になら
ないように、ご協力をよろしくお願いいたします。

出窓の外から望む、四季折々の景色。見晴らしもいいですし、静かで過ごし
やすい場所です。
2017年12月～2018年1月まで
曜日
第１
木曜
日
第３
木曜
日

月／日

１２/２１

１/１８

１２/１４
第２
木曜
日

１２/２８

第４
木曜
日

１/１１
１/２５

駐車地
永岩消防車庫前
津民保育所
津民診療所前
上ノ川内
耶馬溪運輸車庫前
栃木自治公民館前
津民小学校
戸原市営住宅前
もみじ園
城井小学校
下郷保育所
やすらぎ荘

予定時間

９：５５～１０：１０
１０：２０～１０：４０
１０：４５～１０：５５
１１：０５～１１：１５
１１：２５～１１：４０
１１：４５～１１：５０
１３：００～１３：３０
１３：４０～１４：００
１４：１５～１４：３０
１５：００～１６：２０
９：５０～１０：２０
１０：２５～１０：５０
黒法師営農指導研究所 １１：００～１１：１５
両畑バス停前 １１：２５～１１：３０
樋山路バス停 １１：３５～１１：４５
下郷小学校
１３：００～１３：３０
宮園住宅付近 １３：４０～１３：５０
雲神社付近
１３：５５～１４：２０
一ツ戸バス停付近 １４：４０～１４：５５
鎌城
１５：１５～１５：２５
金吉生活改善センター １５：４５～１５：５０
幸田入口バス停前 １５：５０～１５：５５
伊福
１６：１５～１６：２５

曜日
第１
金曜
日
第３
金曜
日

第２
金曜
日
第４
金曜
日

月／日

駐車地

１２/ １
１２/１５
１/ ５

戸原分譲住宅
三尾母公民館付近
三慧保育園
山移小学校
山移診療所前
もみじの湯
鹿鳴館駐車場

１/１９
１２/２２

１/１２
１/２６

予定時間

１０：００～１０：３０
１０：４０～１１：２０
１１：２５～１１：４５
１３：００～１３：３０
１３：４５～１４：１０
１４：２０～１４：４０
１４：５０～１５：５０
ドライブレストアイビー前 ９：５０～１０：００
鎌野集落交差点 １０：１５～１０：３０
百谷生活改善センター １０：４０～１０：５０
上百谷公民館 １０：５５～１１：００
藤木自治公民館 １１：１０～１１：３０
耶馬溪中学校 １２：４０～１３：１０
鹿鳴館駐車場 １３：４０～１４：１０
家籠
１４：３０～１４：５５
寺小野
１５：０５～１５：１５
小柿山（光円寺） １５：３５～１５：５５
折戸温泉前
１６：１０～１６：２０

耶馬溪図書館（耶馬溪公民館 １階）

『いろのかけらのしま』

耶馬溪大字柿坂５２０番地 ☎５４－３１１１（内線３４０）

絵本

『IMAGINE』

イ ミョンエ／ポプラ社

絵本

海の真ん中に浮かぶ「いろのかけらのしま」。

ジョン・レノン／岩崎書店

想像して、みんなが人生を平和に生きてるって。

いろとりどりのもので溢れるその島は、どんな

１羽の鳩が一生懸命に伝えまわっているもの。

島なのか・・・。

それは、国や何もかもを超えた平和と友愛・・・。

捨てられたプラスチックが海の環境問題と
なっている現状を、鳥の目線で描いた絵本です。

『家族のための「在宅医療」読本』
一般書

内田 貞輔／幻冬舎メディアコンサル

世界平和を訴えたジョン・レノンの名曲
「IMAGINE」の絵本です。

『マンガでわかるココロの不調回復
食べてうつぬけ』
一般書

ティング
通院・入院よりお金がかかる？ どんな治療を
受けられる？ ウチの親でも診てもらえる？
「最後まで自宅で」という親の願いを叶える在宅

奥平 智之／主婦の友社

イライラ、疲れ、うつ、パニック障害・・・。不調は、
食事を見直して栄養や漢方を上手に活用すれば
改善できる！ ココロと体の健康にいい食べ方を

医療のメリット＆利用のポイントを解説します。

ストーリー漫画とともに紹介します。コピーして

在宅医療における家族の役割なども伝えます。

使える食事日記シートが付いています。

書名・著者名・分類番号【一般】

書名・著者名・分類番号【児童】
ゲッターズ飯田の裏運気の超え方／ゲッターズ飯田／148ケ いきものがっかり超能力図鑑／川嶋 隆義／K481カ
生命保険の正しい教科書／三田村 京／339.4ミ サバンナを脱出せよ／トレイシー・ターナー／K786タ
1日５分！冷えとりふくらはぎ健康法／川嶋 朗／492.7イ

ドラえもん5分でドラ語り 四字熟語ひみつ話／藤子・F・不二雄／K814ト

「のど」をきたえて誤嚥性肺炎を防ぐ本／浦長瀬 昌宏／493.3ノ

数え方のえほん／高野 紀子／K815タ
ゆびさしちゃん／ザ・キャビンカンパニー／KE
パンダくんプレゼントのもりへ／ヤスダ ユミコ／KE

毎日の食べるみそ汁100／杵島 直美／596.2キ
乾物と保存食材事典／星名 桂治／619カ

日 月 火
1/1 2
7 8 9
14 15 16
21 22 23
28 29 30

水
3
10
17
24
31

木
4
11
18
25

金
5
12
19
26
2/1 2

土
6
13
20
27
3

＊■は、休館日です。
※開館時間・・・午前１０：００～午後６：００

図書館の絵本コーナーで、山移のボランティアの方
お二人が、毎月第1金曜の１０時から、絵本の読み
聞かせをおこないます。
1月の予定は1月 12日（金）の１０時からです。
３０分程度、読み聞かせや手遊びなどをおこないます。
大人も子どもも一緒に楽しめるお話し会です。
どうぞお気軽にお越しください♪

２０１８年１月１６日（火）に選考会が予定され、下記の５冊の中から第１５８回
直木賞が発表されます。
果たして、どの作品が選ばれるのでしょうか？その前にノミネートされた作品を
読んでみませんか？ 気になる作品があれば、ぜひご予約をお待ちしております。
内容

著者名／書名／出版社

彩瀬 まる
「くちなし」
文藝春秋
伊吹 有喜
「彼方の友へ」
実業之日本社
門井 慶喜
「銀河鉄道の父」
講談社
澤田 瞳子
「火定」（かじょう）
PHP研究所
藤崎 彩織
「ふたご」
文藝春秋

別れた愛人の左腕と暮らす。運命の相手の身体には、自分にだけ
見える花が咲く。獣になった女は、愛する者を頭から食らう・・。
繊細に紡がれる７編の短編集。
平成の老人施設でまどろむ佐倉波津子に、「乙女の友・昭和十三年
新年号附録長谷川純司作」と印刷された可憐な箱が届く。昭和初期
から現在へ。雑誌の附録に秘められた想いとは―。
岩手県をイーハトヴにし、銀河に鉄道を走らせた宮沢賢治。生涯夢を
追い続けた賢治と、父でありすぎた父・政次郎との対立と慈愛の月日
を、父の視線から描く。
時は天平。藤原四兄弟をはじめ寧楽の人々を死に至らしめた天然痘の
蔓延を食い止めようとする医師たちと、偽りの神を祀り上げて混乱に
乗じる者たち―。生と死の狭間で繰り広げられる壮大な人間絵巻。
彼は私のことを「ふたごのようだ‐」と言った。私は全然そんな風に
は思わない。彼は私の人生の破壊者であり、創造者だった-。とある
バンドの結成前夜の物語。SEKAI NO OWARIのＳａｏｒｉ、初小説。

2018年1月～2月まで
曜日
第１
木曜
日
第３
木曜
日

月／日

１/１８

２/ １
２/１５
１/１１

第２
木曜
日
第４
木曜
日

１/２５

２/ ８
２/２２

駐車地
永岩消防車庫前
津民保育所
津民診療所前
上ノ川内
耶馬溪運輸車庫前
栃木自治公民館前
津民小学校
戸原市営住宅前
もみじ園
城井小学校
下郷保育所
やすらぎ荘

予定時間

９：５５～１０：１０
１０：２０～１０：４０
１０：４５～１０：５５
１１：０５～１１：１５
１１：２５～１１：４０
１１：４５～１１：５０
１３：００～１３：３０
１３：４０～１４：００
１４：１５～１４：３０
１５：００～１６：２０
９：５０～１０：２０
１０：２５～１０：５０
黒法師営農指導研究所 １１：００～１１：１５
両畑バス停前 １１：２５～１１：３０
樋山路バス停 １１：３５～１１：４５
下郷小学校
１３：００～１３：３０
宮園住宅付近 １３：４０～１３：５０
雲神社付近
１３：５５～１４：２０
一ツ戸バス停付近 １４：４０～１４：５５
鎌城
１５：１５～１５：２５
金吉生活改善センター １５：４５～１５：５０
幸田入口バス停前 １５：５０～１５：５５
伊福
１６：１５～１６：２５

曜日
第１
金曜
日
第３
金曜
日

月／日

駐車地

１/ ５
１/１９

戸原分譲住宅
三尾母公民館付近
三慧保育園
山移小学校
山移診療所前
もみじの湯
鹿鳴館駐車場

２/ ２
２/１６
１/１２

第２
金曜
日
第４
金曜
日

１/２６
２/ ９
２/２３

予定時間

１０：００～１０：３０
１０：４０～１１：２０
１１：２５～１１：４５
１３：００～１３：３０
１３：４５～１４：１０
１４：２０～１４：４０
１４：５０～１５：５０
ドライブレストアイビー前 ９：５０～１０：００
鎌野集落交差点 １０：１５～１０：３０
百谷生活改善センター １０：４０～１０：５０
上百谷公民館 １０：５５～１１：００
藤木自治公民館 １１：１０～１１：３０
耶馬溪中学校 １２：４０～１３：１０
鹿鳴館駐車場 １３：４０～１４：１０
家籠
１４：３０～１４：５５
寺小野
１５：０５～１５：１５
小柿山（光円寺） １５：３５～１５：５５
折戸温泉前
１６：１０～１６：２０

耶馬溪図書館（耶馬溪公民館 １階）

『えがないえほん』

耶馬溪大字柿坂５２０番地 ☎５４－３１１１（内線３４０）

『マララのまほうのえんぴつ』

絵本

B・J・ノヴァック／早川書房

絵本

マララ・ユスフザイ／ポプラ社

「ばふっ」「ぶりぶりぶ～！」 シンプルな仕掛
けで、子どもが大喜びし、本好きになって、表現
力も豊かになる！

パキスタンの小さなまちに暮らす、ごくふつうの
女の子、マララ。
教育を奪われようとしたマララは、自分の言葉

「ねこのピート」シリーズの大友剛さんが翻訳
した、米国で人気の”絵がない”読み聞かせ本

と行動で世界を変えていき・・・。
史上最年少でノーベル平和賞を受賞した、マラ

です。

ラ・ユスフザイの自伝絵本です。

『マンガでわかる発達障害の
僕が羽ばたけた理由』 一般書

『大人の語彙力ノート』
一般書

栗原 類／KADOKAWA

斎藤 孝／SBクリエイティブ

「大丈夫です」は「問題ございません」、「手伝って

8歳で発達障害と診断された栗原類は、なぜ

ください」は「手をお貸しください」・・・。

自分の才能を生かす場所をみつけて輝けるよ
うになったのか。壁を乗り越え、進む道を見つ

けるまでをマンガで紹介します。スマホの活用

どんな場でも、誰と会っても恥ずかしくない「語彙
力」と「モノの言い方」を紹介します。

センスが伝わる季節の言葉も掲載しています。

法、発達障害の支援環境も収録しています。

書名・著者名・分類番号【一般】
書名・著者名・分類番号【児童】
言い訳してる場合か！／坂東 眞理子／159.6ハ ときめき！心理テスト大じてん／マーク・矢崎治信／K140ト
やばいウンチのせいぶつ図鑑／今泉 忠明／K480ヤ
寝るだけ整体／田中 宏／492.7タ
忙しくても家事を楽しむ小さな工夫／田中 千恵／590タ 小さな小さな虫図鑑／鈴木 知之／K486ス
主婦が知らないとヤバイ料理の基本とコツ／武蔵 裕子／596シ 8年越しの花嫁／岡田 惠和／K913ト
間違いだらけの食品保存＆調理法／徳江 千代子／596マ １日１０分でせかいちずをおぼえる絵本／あきやま かぜさぶろう／KE

掃除の解剖図鑑／日本ハウスクリーニング協会／597.9ソ ぼく、仮面ライダーになる！ビルド編／のぶみ／KE

日 月 火 水 木 金
2/1 2
4 5 6 7 8 9
11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23
25 26 27 28 3/1 2

土
3
10
17
24
3

＊■は、休館日です。
※開館時間・・・午前１０：００～午後６：００

図書館の絵本コーナーで、ボランティアの方が、
毎月第1金曜の１０時から、絵本の読み聞かせを
おこないます。
２月の予定は２月 ２日（金）の１０時からです。
３０分程度、読み聞かせや手遊びなどをおこない
ます。 大人も子どもも一緒に楽しめるお話し会
です。どうぞお気軽にお越しください♪

若竹 千佐子 『おらおらでひとりいぐも』 河出書房新社
「この先一人でどうやって暮らす。こまったぁどうすんべぇ」
捨てた故郷、疎遠な息子と娘、亡き夫への愛。震えるような
悲しみの果てに、74歳の桃子さんが辿り着いた、圧倒的
自由と賑やかな孤独とは。

石川 遊佳 『百年泥』 新潮社

私はチェンナイ生活三か月半にして、百年に一度の洪水に
遭遇した。橋の下に逆巻く川の流れの泥から百年の記憶が
蘇る！ かつて綴られなかった手紙、眺められなかった
景色、聴かれなかった歌。話されなかったことば、濡れな
かった雨、ふれられなかった唇が、百年泥だ。流れゆくの
はーあったかもしれない人生、群れみだれる人びと・・・。

門井 慶喜 『銀河鉄道の父』 講談社

岩手県をイーハトヴにし、銀河に鉄道を走らせた宮沢賢治。
生涯夢を追い続けた賢治と、父でありすぎた父・政次郎との
対立と慈愛の月日を、父の視線から描く。
2018年2月～3月まで
曜日
第１
木曜
日
第３
木曜
日

月／日

２/ １
２/１５
３/ １
３/１５
２/ ８

第２
木曜
日
第４
木曜
日

２/２２
３/ ８
３/２２

駐車地
永岩消防車庫前
津民保育所
津民診療所前
上ノ川内
耶馬溪運輸車庫前
栃木自治公民館前
津民小学校
戸原市営住宅前
もみじ園
城井小学校
下郷保育所
やすらぎ荘

予定時間

９：５５～１０：１０
１０：２０～１０：４０
１０：４５～１０：５５
１１：０５～１１：１５
１１：２５～１１：４０
１１：４５～１１：５０
１３：００～１３：３０
１３：４０～１４：００
１４：１５～１４：３０
１５：００～１６：２０
９：５０～１０：２０
１０：２５～１０：５０
黒法師営農指導研究所 １１：００～１１：１５
両畑バス停前 １１：２５～１１：３０
樋山路バス停 １１：３５～１１：４５
下郷小学校
１３：００～１３：３０
宮園住宅付近 １３：４０～１３：５０
雲神社付近
１３：５５～１４：２０
一ツ戸バス停付近 １４：４０～１４：５５
鎌城
１５：１５～１５：２５
金吉生活改善センター １５：４５～１５：５０
幸田入口バス停前 １５：５０～１５：５５
伊福
１６：１５～１６：２５

曜日

月／日

駐車地

第１
金曜
日

２/ ２
２/１６

戸原分譲住宅
三尾母公民館付近
三慧保育園
山移小学校
山移診療所前
もみじの湯
鹿鳴館駐車場

第３
金曜
日

３/ ２
３/１６
２/ ９

第２
金曜
日
第４
金曜
日

２/２３
３/ ９
３/２３

予定時間

１０：００～１０：３０
１０：４０～１１：２０
１１：２５～１１：４５
１３：００～１３：３０
１３：４５～１４：１０
１４：２０～１４：４０
１４：５０～１５：５０
ドライブレストアイビー前 ９：５０～１０：００
鎌野集落交差点 １０：１５～１０：３０
百谷生活改善センター １０：４０～１０：５０
上百谷公民館 １０：５５～１１：００
藤木自治公民館 １１：１０～１１：３０
耶馬溪中学校 １２：４０～１３：１０
鹿鳴館駐車場 １３：４０～１４：１０
家籠
１４：３０～１４：５５
寺小野
１５：０５～１５：１５
小柿山（光円寺） １５：３５～１５：５５
折戸温泉前
１６：１０～１６：２０

本屋大賞は、全国の書店員が一番売りたい本を選ぶ賞です。2018年本屋大賞の
ノミネート作10作が1月18日に発表され、４月１０日に大賞が発表される予定です。
気になる作品があれば、ぜひ予約をして下さい。
著者名／書名

本の内容

今村 昌弘
「屍人荘の殺人」
今村 夏子
「星の子」
伊坂 幸太郎
「AX（アックス）」
辻村 深月
「かがみの孤城」
小川 糸
「キラキラ共和国」
知念 実希人

神紅大学ミステリ愛好会の２人は、曰くつきの映画研究部の夏合宿に加わるため、
紫湛荘を訪ねた。その夜、想像しえない事態に遭遇した彼らだったが・・・。
林ちひろは中学3年生。出生直後から病弱だった娘を救いたい一心で両親は「あや
しい宗教」にのめり込んでいき、その信仰は少しずつ家族のかたちを歪めていく・・。
最強の殺し屋は―恐妻家。こんな物騒な仕事をしていることは、家族はもちろん
知らない・・・。新たなエンタメの可能性を切り開く、娯楽小説の最高峰！
不登校の少女が鏡の向こうの世界で出会ったのは・・。生きづらさを感じている
すべての人に贈る物語。一気読み必至の著者最高傑作。
ツバキ文具店は、今日も大繁盛です。夫からの詫び状、憧れの文豪からの手紙、
大切な人への最後の手紙・・・。伝えたい、聞きたかった言葉、承ります。
彼女はなぜ死んだのか？ 幻だったのか？ どんでん返しの伝道師が描く、
「崩れる脳を抱きしめて」 究極の恋愛×ミステリー！ 圧巻のラスト２０ページ！！
塩田 武士
俳優・大泉洋を「あてがき」した社会派長編。大手出版社で雑誌編集長を務める
「騙し絵の牙」
速水は、上司から廃刊を匂わされたことをきっかけに、組織に翻弄されていく・・。
原田 マハ
誰も知らない、ゴッホの真実。天才画家フィンセント・ファン・ゴッホと、商才溢れる
「たゆたえども沈まず」 日本人画商、林忠正。二人の出会いが、世界を変える。
柚月 裕子
実業界の寵児で天才棋士―。男は果たして殺人犯なのか！？ 日本推理作家
「盤上の向日葵」
協会賞作家が描く、渾身の将棋ミステリー。
村山 早紀
時代に抗えず、閉店の噂が飛び交う星野百貨店。店を守ろうとする店員たちと
「百貨の魔法」
白い猫が織りなす、魔法のような物語！

曜日

月／日

駐車地

３/ １
第１
木曜
日
第３
木曜
日

３/１５
４/ ５
４/１９
３/ ８

第２
木曜
日
第４
木曜
日

３/２２
４/１２

４/２６

予定時間

９：５５～１０：１０
津民保育所 １０：２０～１０：４０
津民診療所前 １０：４５～１０：５５
上ノ川内 １１：０５～１１：１５
耶馬溪運輸車庫前 １１：２５～１１：４０
栃木自治公民館前 １１：４５～１１：５０
津民小学校 １３：００～１３：３０
戸原市営住宅前 １３：４０～１４：００
もみじ園 １４：１５～１４：３０
城井小学校 １５：００～１６：２０
下郷保育所 ９：５０～１０：２０
やすらぎ荘 １０：２５～１０：５０
黒法師営農指導研究所 １１：００～１１：１５
両畑バス停前 １１：２５～１１：３０
樋山路バス停 １１：３５～１１：４５
下郷小学校 １３：００～１３：３０
宮園住宅付近 １３：４０～１３：５０
雲神社付近 １３：５５～１４：２０
一ツ戸バス停付近 １４：４０～１４：５５
鎌城
１５：１５～１５：２５
金吉生活改善センター １５：４５～１５：５０
幸田入口バス停前 １５：５０～１５：５５
伊福
１６：１５～１６：２５
永岩消防車庫前

曜日

月／日

第１
金曜
日

３/ ２
３/１６

第３
金曜
日

４/ ６
４/２０

２０１８年 ３月～４月
駐車地
予定時間
戸原分譲住宅
三尾母公民館付近
三慧保育園
山移小学校
山移診療所前
もみじの湯
鹿鳴館駐車場
ドライブレストアイビー前

３/ ９
第２
金曜
日
第４
金曜
日

鎌野集落交差点
百谷生活改善センター

３/２３
４/１３
４/２７

上百谷公民館
藤木自治公民館
耶馬溪中学校
鹿鳴館駐車場
家籠
寺小野
小柿山（光円寺）
折戸温泉前

１０：００～１０：３０
１０：４０～１１：２０
１１：２５～１１：４５
１３：００～１３：３０
１３：４５～１４：１０
１４：２０～１４：４０
１４：５０～１５：５０
９：５０～１０：００
１０：１５～１０：３０
１０：４０～１０：５０
１０：５５～１１：００
１１：１０～１１：３０
１２：４０～１３：１０
１３：４０～１４：１０
１４：３０～１４：５５
１５：０５～１５：１５
１５：３５～１５：５５
１６：１０～１６：２０

4月より、色が違う部分の駐車地が変更に
なる予定で、現在調整をしております。詳しく
は来月の図書館だよりに掲載します。

耶馬溪図書館（耶馬溪公民館 １階）

耶馬溪大字柿坂５２０番地 ☎５４－３１１１（内線３４０）

『小さな小さな虫図鑑』

『ゆけ、シンフロ部！』

児童書

児童書

鈴木 知之／偕成社

堀口 泰生／学研プラス

おもに身近な場所で見られる５ｍｍ前後の

放送界の芥川・直木賞、ギャラクシー賞受賞の

小さな虫を集めて写真で紹介。小ささが実感

傑作CMが、小説になって登場。温泉で行われる

できるように工夫して、それぞれの虫の特徴や、

新しい競技「シンフロ（ナイズドスイミング）」・・・・

さがしにいくときに役立つ情報を分かりやすく

これは、シンフロ同好会に集まった少女たちが、

解説します。

汗と涙とお湯をかけ流す、感動の青春小説です。

『15歳のコーヒー屋さん』

『コーヒーはぼくの杖』

一般書

一般書

岩野 響／KADOKAWA

中学校に通えなくなったのをきっかけに、あえ

岩野 響／三才ブックス

学校に行けなくなったアスペルガー症候群の

て進学しない道を選んだ15歳の「生きる道探し」

中学生が、優れた味覚・嗅覚を活かして焙煎

とは？

士の道へ―。高校進学をせず、通信販売で

10歳でアスペルガー症候群と診断され、現在、

コーヒー豆を販売する岩野響くんと、彼に寄り

コーヒー焙煎士として注目されている若者の

添った両親の知られざるエピソードを紹介しま

回想録。両親の手記も掲載しています。

す。『15歳のコーヒー屋さん』と一緒に読んで
みてください。

書名・著者名・分類番号【一般】

書名・著者名・分類番号【児童】
マンガでよくわかる自分を操る超集中力／メンタリストDaiGo／159タ 大久保利通／加来 耕三／K289オ
年金をがっぽりもらうための裏マニュアル／水品 山也／364.6ミ うんこがへんないきもの／早川 いくを／K480ハ
「よく見える目」をあきらめない／荒井 宏幸／496.2ア 大造じいさんとがん／椋 鳩十／KE
ぐっすり眠れる睡眠の本／枝川 義邦／498.3ク 藤吉じいとイノシシ／椋 鳩十／KE
図書館にどんな本が新しく入ったのか、自分が読みたい本は図書館にあるのか知りたいけれど、
図書館に来るのは距離が遠い、時間がない。そんな時はインターネットで所蔵を検索したり、予約
することができます。本の受け取りは移動図書館でも可能です。詳しいことは遠慮なく図書館職員
にお尋ねください。

日 月 火 水 木
3/1
4 5 6 7 8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29
4/1 2
3 4 5
＊■は、休館日です。

金
2
9
16
23
30
6

土
3
10
17
24
31
7

図書館の絵本コーナーで、ボランティアの方が、毎月第1
金曜の１０時から、絵本の読み聞かせをおこないます。
３月の予定は３月 ２日（金）の１０時からです。
４月の予定は４月 ６日（金）の１０時からです。
３０分程度、読み聞かせや手遊びなどをおこないます。
大人も子どもも一緒に楽しめるお話し会です。どうぞ
お気軽にお越しください♪
※開館時間・・・午前１０：００～午後６：００

