耶馬溪図書館（耶馬溪公民館 １階）

『おふろでにほんちず』

耶馬溪大字柿坂５２０番地 ☎５４－３１１１（内線３４０）

『動物たちは、建築家！』

絵本

宮知 和代／PHP研究所

児童書

ダニエル・ナサル／河出書房新社

けんちゃんがお風呂に入っていると、お風呂

コウノトリは木の上に250㎏もの巣を作る？

の壁に貼ってある日本図から、北海道のくまが

おどろくほどユニークな巣作りをする、14種の

出てきた。すると、青森県のりんご、岩手県の

動物たちのヒミツをイラストとともに紹介します。

かっぱ、秋田県のなまはげなど、いろいろな

ページの折り込み部分を開くと、巣を作る時期

ものが、次々と地図から出てきて・・・。

や実際の大きさ、材料などが分かります。

『こんなに変わった！
小中高・教科書の新常識』

『食べ物がからだを変える！
人生を変える！！』 一般書

一般書

現代教育調査班／青春出版社

若杉 友子／五月書房新社

「士農工商」の記述が２０００年から消えた、

野菜の声に耳を傾けること、野草の生命力に直に

「哺乳類は爬虫類から進化した」は昔の

ふれること。そこから教えられることは無尽蔵や・・・。

常識・・・。昭和世代が意外に知らない新旧の

若杉ばあちゃんが伝えたい「食養の知恵」の集大

教科書と学校生活の違いを明らかにします。

成。先人たちの知恵が詰まったレシピや、野草を

大人が読んでも面白いイマドキ教科書の

使った伝統的手当て法も紹介しています。

最新情報が満載しています。

書名・著者名・分類番号【一般】
花粉症は１週間で治る！／溝口 徹／493.1ミ

書名・著者名・分類番号【児童】
１０分で読める偉人の言葉教えと名言80／西沢 泰生／K159ニ

木戸孝允と高杉晋作／梅屋敷 ミタ／Ｋ289キ
図解４０代からの「がんばらない」健康法／裴 英洙／498.3ハ 土方歳三と新選組／菱山 瑠子／Ｋ289ヒ
体を悪くするやってはいけない食べ方／望月 理恵子／498.5モ はるのくさばなあそび／佐野 高太郎／K470サ
家で楽しむ手焙煎（ハンド・ロースト）コーヒーの基本／中川 ワニ／596.7ナ 恋するいきもの図鑑／今泉 忠明／K481コ
DIYを生かした小さな庭づくり／有福 創／629.7テ ともだちのやくそく／中川 ひろたか／KE
高血圧の９割は「食べ物」と「運動」だけで下がる／石原 結實／493.2イ
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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、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。
４月の予定は４月 ６日（金）の１０時からです。
５月の予定は５月 １１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♪

4月23日（月）から5月12日（土）まで、「こどもの読書週間」があります。
今年の標語は『はじまるよ！ 本のカーニバル』です。
読書ばなれが叫ばれている中、少しでも時間を見つけて本を読んでいただき、
楽しんでいただければと思います。
耶馬溪図書館では、こども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。

★春のおたのしみお話し会★

★本の展示★

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。

図書館職員がオススメする児童書
や絵本を展示します。
どんな本を選ぼうか迷ったときは、
参考にご覧ください。

日時：５月１１日（金） 10時より
30分程度

★しおりのプレゼント★

場所：耶馬溪図書館 絵本コーナー

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。

第１・３金曜日に巡回していた山移小学校が閉校になり、新たに【山移公民館】
が巡回場所になりました。時間帯は13：15～13：45の30分間になります。
近くにお住まいの方、ご利用お待ちしています。
2018年4月～5月まで
曜日

月／日

４/ ５
第１
木曜
日

４/１９

第３
木曜
日

５/１７

４/１２
第２
木曜
日
第４
木曜
日

４/２６
５/１０
５/２４

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
伊福
１６：１５～１６：２５

曜日
第１
金曜
日
第３
金曜
日

月／日

４/ ６
４/２０
５/１８
４/１３

第２
金曜
日
第４
金曜
日

４/２７
５/１１
５/２５

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
１１：２５～１１：４５

山移公民館
山移診療所前
もみじの湯
鹿鳴館駐車場

１３：１５～１３：４５
１４：００～１４：２５
１４：３５～１４：５５
１５：０５～１５：５０

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
ドライブレストアイビー前

時間帯が変更している個所がございま
す。確認をお願いいたします。(太数字）

耶馬溪図書館（耶馬溪公民館 １階）

『みえた！からだのなか』

耶馬溪大字柿坂５２０番地 ☎５４－３１１１（内線３４０）

『いまどんなきもち？』

児童書

キャロン・ブラウン／くもん出版

絵本

林 木林／講談社

赤ちゃんはどこで大きくなるの？ おしっこは

にこにこ、しくしく、かんかん・・・。動物たちの

どこでできるのかな？ からだのなかをのぞい

表情をなぞり、声に出して読んでみましょう。

てみよう！ページの後ろからライトを照らしたり、

オノマトペを楽しみながら、自分の気持ちを

ページを光にかざしたりすると絵がうかぶ、ワク

理解するきっかけを与え、運筆を練習する前の

ワク知識絵本です。同シリーズ作品で「みえ

指の感覚を鍛えるアクティビティブックです。

た！ジャングルのおく」もあります。

『色と食材の食事術』

『58歳からのハローワーク200％
活用術』 一般書

一般書

星野 春香／枻出版社
健康と美容をサポートする赤色。強力な抗酸
化作用でガンや生活習慣病を予防する緑色・・・。

日向 咲嗣／朝日新聞出版
難しいと思われている中高年の再就職も、

植物がつくり出す機能性成分「ファイトケミカル」

ハローワークを上手に活用すれば大丈夫！

をバランスよく摂取するための食材を、赤・緑・

お宝求人を見つける検索方法や、オトクな

黄・白・茶の5色に分類して紹介します。

雇用保険のもらい方など、幸せな職業生活を
送るために必要な実用知識を紹介します。

書名・著者名・分類番号【一般】
日本の神様ご利益事典／平藤 喜久子／172ニ

書名・著者名・分類番号【児童】
超絶！バケモノ生物大図鑑198／小宮 輝之／K480チ

要介護シニアも大満足！3分間ちょこっとレク57／斎藤 道雄／369.2サ

へんなおさかな／小林 龍二／K487ヘ

早引き介護の医学知識ハンドブック／佐藤 富士子／490ハ 超もりあがる！5分間ゲーム／さそり山 かずき／K798サ

病気のサインは足裏で読む／前澤 香苗／492.7マ ５分後に笑えるどんでん返し／エブリスタ／K913コ
オトナ女子の不調がみるみる改善する本／石原 新菜／498.3イ ５分後に恋するラスト／エブリスタ／K913コ
おしりたんてい あやうしたんていじむしょ／トロル／K913ト
一生モノの知恵袋／主婦の友社／590イ

逃げる力／百田 尚樹／914.6ヒ
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＊■は、休館日です。
※開館時間・・・午前１０：００～午後６：００

やさいのがっこう とうもろこしちゃんのながいかみ／なかや みわ／KE

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、新しい仲間も増えて
３人で絵本の読み聞かせをおこないます。
５月の予定は５月 １１日（金）の１０時からです。
６月の予定は６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♪

耶馬溪図書館以外の図書館に入った新着本です。気になる本があれば予約を🎵
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】
読み聞かせは魔法！／吉田 新一郎／019.5ヨ 死の島／小池 真理子／913.6コ
マンガで身につく多動力／堀江 貴文／159ホ 青空と逃げる／辻村 深月／913.6ツ
池上彰の世界から見る平成史／池上 彰／209.7イ 貝社員浅利軍平／浜口 倫太郎／913.6ハ
カンタン&盛り上がる！運動会種目101／山中 伸之／374.4ヤ 集団探偵／三浦 明博／913.6ミ
記憶力を鍛える齋藤孝式「呼吸法」／齋藤 孝／498.3サ 三成最後の賭け／矢的 竜／913.6ヤ
痛い靴がラクに歩ける靴になる／西村 泰紀／589.2ニ 凶犬の眼／柚木 裕子／913.6ユ
農家が教える梅づくし／農文協／596.3ノ
秋霖やまず／佐伯 泰英／B913.6サ
もっとくわしい植物の病害虫百科／根本 久／623モ 夫婦からくり／中島 要／B913.6ナ
Veritecoの草木染め／Veriteco／753.8ヘ
隠密同心と女盗賊／新美 健／B913.6ニ
夢を生きる／羽生 結弦／784.6ハ
酒の渚／さだ まさし／914.6サ
いつも日本語で悩んでいます／朝日新聞校閲センター／810.5イ 「がん」をのりこえた人が気づく７つのこと／小原田 泰久／916オ

大賞 かがみの孤城／辻村深月／ポプラ社

6位 騙し絵の牙／塩田 武士／KADOKAWA

2位 盤上の向日葵／柚月 裕子／中央公論新社7位 星の子／今村 夏子／朝日新聞出版
3位 屍人荘の殺人／今村 昌弘／東京創元社 8位 崩れる脳を抱きしめて／知念 実希人／実業之日本社
4位 たゆたえども沈まず／原田 マハ／幻冬舎 9位 百貨の魔法／村山 早紀／ポプラ社
5位 AX／伊坂 幸太郎／KADOKAWA

10位 キラキラ共和国／小川 糸／幻冬舎

2018年５月～６月まで
曜日

第１
木曜
日
第３
木曜
日

月／日

５/１７

６/ ７
６/２１
５/１０

第２
木曜
日
第４
木曜
日

５/２４

６/１４
６/２８

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
伊福
１６：１５～１６：２５

曜日
第１
金曜
日
第３
金曜
日

月／日

５/１８
６/ １
６/１５
５/１１

第２
金曜
日
第４
金曜
日

５/２５
６/ ８
６/２２

駐車地
戸原分譲住宅
三尾母公民館付近
三慧保育園
山移公民館
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
１３：１５～１３：４５
１４：００～１４：２５
１４：３５～１４：５５
１５：０５～１５：５０
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）

『弾きがえる』

耶馬溪大字柿坂５２０番地 ☎５４－３１１１（内線３４０）

『ウソナンデス』

絵本

久留島 武彦／子どもの未来社

児童書

こざき ゆう／学研プラス

音楽の大好きな３兄弟がバイオリンを弾いて

パンダはササしか食べない？ ホホジロザメは

いると、音楽の大好きなかえるが池から出てき

人間が大好物？ 実はそれ、「ウソ」なんです！

ました。そして、「うちに来てバイオリンを弾いて

さまざまな生き物たちが、人間にされがちな

ください」と頼みますが・・・。

かんちがいや、意外な一面、かんちがいで名前

さて、３兄弟はどうなることでしょう。

がつけられたエピソードなどを語ります。

『手作り弁当は、ママから
発達障害の娘へのラブレター』

『木嶋利男野菜の性格アイデア
栽培』

一般書

一般書

桜井 菜々／宝島社

自閉症スペクトラム障害をもつ娘の偏食と

木嶋 利男／学研プラス

木に登りたいキュウリと地を這いたいカボチャ、

向き合い、それを乗り越えた母親と娘の成長

水を欲しがるサトイモと乾燥を好むサツマイ

の記録。

モ・・・。

著者が娘のための工夫した手作り弁当を

似て非なる２種類の野菜を比較しながら、野菜

再現し、幼稚園から小学６年生までの娘との

の性格をヒントにした、家庭菜園でおいしい野菜

９年間のエピソードとともに紹介します。

がたくさん採れる栽培法を紹介します。

書名・著者名・分類番号【一般】

書名・著者名・分類番号【児童】

痛みもコリも一瞬でとれる筋ツイスト／福冨 章／492.7フ ぬまがさワタリのゆかいないきもの㊙図鑑／ぬまがさ ワタリ／K480ヌ

顔を見れば隠れた病気がわかる／三浦 直樹／492.7ミ じぶんでよめるのりものずかん／成美堂出版編集部／K536シ

本当は恐ろしい床ずれ／國枝 靖弘／494.8ク

うちの３姉妹 １～２／松本 ぷりっつ／K599マ
健康になる食べ方幸せになる生き方／東城 百合子／498.5ト しずくちゃん ３０／ぎぼ りつこ／K726キ
名探偵コナン安室透セレクション ゼロの推理劇(ミステリー)／青山 剛昌／Ｋ913サ
家事の得ワザ／得する人損する人／590カ
旬を楽しむ梅しごと／山田 奈美／596.3ヤ
おにいちゃんさんかんび／くすのき しげのり／ＫＥ

日 月 火 水 木 金 土
6/1 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、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。
６月の予定は６月 １日（金）の１０時からです。
７月の予定は７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♪

学年

タイトル

作者

ルラルさんのだいくしごと
小学校 きみ、なにがすき？
低学年の
なずずこのっぺ？
部
がっこうだってどきどきしてる

出版社

いとう ひろし

ポプラ社

はせがわ さとみ

あかね書房

カーソン・エリス

フレーベル館

アダム・レックス

WAVE出版

レイナが島にやってきた！
長崎 夏海
小学校 森のおくから：むかし、カナダであったほんとうのはなし レベッカ・ボンド
中学年の
最後のオオカミ
マイケル・モーパーゴ
部
ローズマリー・マカーニー
すごいね！みんなの通学路

理論社

奮闘するたすく
小学校 こんぴら狗
高学年の
ぼくとベルさん：友だちは発明王
部
クニマスは生きていた！

まはら 三桃

講談社

今井 恭子

くもん出版

フィリップ・ロイ

PHP研究所

池田 まき子

汐文社

ゴブリン書房
文研出版
西村書店

一〇五度
佐藤 まどか
あすなろ書房
中学校の
コンチャ・ロベス＝ナルバエス 福音館書店
太陽と月の大地
部
千年の田んぼ：国境の島に、古代の謎を追いかけて 石井 里津子
旬報社
わたしがいどんだ戦い1939年
高等学校
車いす犬ラッキー：捨てられた命と生きる
の部
いのちは贈りもの：ホロコーストを生きのびて

キンバリー・ブルベイカー・ブラッド

評論社

小林 照幸

毎日新聞出版

フランシーヌ・クリストフ

岩崎書店

2018年６月～７月まで
曜日

月／日

６/ ７
第１
木曜
日

６/２１

第３
木曜
日

７/ ５
７/１９
６/１４

第２
木曜
日
第４
木曜
日

６/２８
７/１２
７/２６

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
伊福
１６：１５～１６：２５

月／日

駐車地

第１
金曜
日

６/ １
６/１５

第３
金曜
日

７/ ６

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

曜日

７/２０
６/ ８

第２
金曜
日
第４
金曜
日

６/２２
７/１３
７/２７

予定時間

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

『おさがり』

耶馬溪大字柿坂５２０番地 ☎５４－３１１１（内線３４０）

『心ってどこにあるのでしょう？』

絵本

くすのき しげのり／東洋館出版社

絵本

なっちゃんのものさしはお姉ちゃんのおさがり。

こんの ひとみ／金の星社

心ってどこにある？ 好きな人の前で赤くなる

「ともくんは、いいなぁ。なんでもあたらしいもの

ほっぺ？ ドキドキするから胸？ いやなことがあ

ばかりで」と言って、なっちゃんが大きなため息

ると痛くなるから、おなかかな。犬の心はしっぽに

をついたとき、先生がおさがりの大切な思い出

あるかもしれない。いろんな涙があるから目にある

を教えてくれて・・・。

のかも・・・。
温かい絵と文で贈る”心えほん”です。

『睡眠負債』

『角栄と進次郎』

一般書

一般書

向谷 匡史／徳間書店

NHKスペシャル取材班／朝日新聞出版

昭和の大立者・田中角栄。次代のホープ・小泉

毎日１、2時間というわずかな睡眠不足が、

進次郎。

借金のように積み重なっていく「睡眠負債」。

片やたたき上げ、片やサラブレッドと＜出発点＞

この現代社会の新たな脅威に、25万人大調
査の結果と最新研究の取材をもとに迫り、

は真逆だが、その手腕には「人たらしの遺伝子」が

予防・対策を示します。

継承されている。
2人の人心掌握術に迫ります。

NHKスペシャルの内容を書籍化しました。

書名・著者名・分類番号【一般】
スローな糖質制限／田上 幹樹／493.1タ

書名・著者名・分類番号【児童】
いまからともだち／くすのき しげのり／KE
図解「血管を鍛える」と超健康になる！／池谷 敏郎／493.2イ あかんぼっかん／ザ・キャビンカンパニー／KE
誤嚥性肺炎は10秒の「のどトレ」でくいとめる／浦長瀬 昌宏／493.3ウ C♥SCHOOL心理テスト&ゲームBOOK／小泉 茉莉花／K140シ
”座りっぱなし”でも病気にならない1日3分の習慣／池谷 敏郎／498.3イ

ざんねんないきもの事典 続々／今泉 忠明／K480サ

タスカジさんが教える最強の「家事ワザ」／タスカジ／590タ 名探偵コナン ゼロの執行人／青山 剛昌／K913ミ
毒舌うさぎ先生のがんばらない貯金レッスン／花輪 陽子／591ト

日
7/1
8
15
22
29

月
2
9
16
23
30

火
3
10
17
24
31

水
4
11
18
25

木
5
12
19
26
8/1 2

金 土
1/6 7
13 14
20 21
27 28
3 4

＊■は、休館日です。
※開館時間・・・午前１０：００～午後６：００

恋する５ページ名作／百瀬 しのぶ／K913モ

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。
７月の予定は７月 ６日（金）の１０時からです。
８月の予定は８月 ３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♪

耶馬溪図書館以外の図書館に入った新着本です。気になる本があれば予約を🎵
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】
新聞社崩壊／畑尾 一知／070.1ハ
平城京／安部 龍太郎／913.6ア
マンガでわかる心の不安・モヤモヤを解消する方法／大野 裕／146.8オ 矜持の道／大田 明／913.6オ
武士の日本史／高橋 昌明／210.0タ
炎の来歴／小手鞠 るい／913.6コ
ザ・ベストミステリーズ 2018／日本推理作家協会／913.6サ
ふしぎな県境／西村 まさゆき／291.0ニ
福澤諭吉と慶應義塾の歳時記／齋藤 秀彦／N377.2サ ドラゴンスリーパー／長崎 尚志／913.6ナ
お墓、どうしますか？／米澤 結／385.6ヨ
名探偵誕生／似鳥 鶏／913.6ニ
運転を続けるための認知症予防／浦上 克哉／493.7ウ キネマトグラフィカ／古内 一絵／913.6フ
健康寿命を延ばす高齢者の栄養と食事／成田 美紀／498.5ケ 元禄お犬姫／諸田 玲子／913.6モ
差がつく70歳からの病気／朝日新聞出版／493.1サ 婚活食堂／山口 恵以子／913.6ヤ
48歳からのタブレット入門／リブロワークス／548.2ヨ 長兵衛天眼帳／山本 一力／913.6ヤ
自分で直せば断然お得!身のまわりの修理の教科書／西沢 正和／597シ ウォーターゲーム／吉田 修一／913.6ヨ
定年後でもちゃっかり増えるお金術／松崎 のり子／591マ 生きるとか死ぬとか父親とか／ジェーン・スー／914.6シ

岩合光昭の世界ネコ歩き 2／岩合 光昭／645.6イ 人間にとって病いとは何か／曽野 綾子／914.6ソ

ニッポンおみやげ139景／豊嶋 操／689.5ト
終活夫婦／中尾 彬／772.1ナ

放射能を喰らって生きる／川上 武志／916カ
女子刑務所ライフ!／中野 瑠美／916テ
天声人語 2018春／朝日新聞論説委員室／837テ 瑕疵借り／松岡 圭祐／B913.6マ

芥川賞、直木賞の候補作品が発表されました。7月18日（水）に選考会が予定
されています。発表される前に、気になる作品があれば読んでみませんか？
ご予約をお待ちしております。
2018年7月～8月まで
曜日

月／日

７/ ５
第１
木曜
日

７/１９

第３
木曜
日

８/ ２
８/１６
７/１２

第２
木曜
日
第４
木曜
日

７/２６
８/ ９

８/２３

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
伊福
１６：１５～１６：２５

曜日
第１
金曜
日
第３
金曜
日

月／日

駐車地

７/ ６

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

７/２０
８/ ３
８/１７

７/１３
第２
金曜
日
第４
金曜
日

７/２７
８/１０
８/２４

予定時間

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

『夏の星座を見つけよう』

『愛して育てるいきもの図鑑』

児童書

児童書

赤木 かん子／新樹社

「夏の星座」をテーマに、ベガ・アルタイル・

今泉 忠明／カンゼン

アライグマの母親はかわいい顔してめちゃ

デネブの夏の大三角や北極星、さそり座の

くちゃスパルタ教育、コウテイペンギンのオスは

赤い星・アンタレスなどの見つけ方を、迫力の

子どものために４か月なにも食べない・・・。

ある美しい天文写真とともにやさしく紹介します。
「読み聞かせ」もできる宇宙の本で、星座クイ

いきものたちの、おもしろ子育てエピソードを
イラストで紹介します。

ズ付きです。

『日本人の９割がやっている
残念な習慣』 一般書

『歳を取るのも悪くない」
一般書

養老 孟司／中央公論新社

ホームライフ取材班／青春出版社

いつまで働き続けなければいけないの？

目薬のあと、目をパチパチする。豆腐を四角く

夫婦関係って変わっていくもの？

切って食べる。その習慣、問題あり！

人生１００年時代に不安でいっぱいの小島

衣食住の幅広い習慣の中から、よくある残念な

慶子が、養老先生に率直な疑問をぶつけまし

習慣をピックアップ。ダメな理由と正しいやり方を

た。

紹介し、一歩進んだ裏ワザ的な方法も紹介します。

幸せに生きるためのヒントが満載です。

書名・著者名・分類番号【一般】
書名・著者名・分類番号【児童】
「腸の老化」を止める食事術／松生 恒夫／493.4マ いちばんたのしい!なぞなぞ大集合／小野寺 ぴりり紳／K798オ
栄養まるごと10割レシピ!／小田 真規子／498.5エ 金田一くんの冒険 ２／天樹 征丸／K913ア
あした死んでもいい身辺整理／ごんおばちゃま／590コ 小説イナズマイレブン １／日野 晃博／K913エ
ぼくの声が消えないうちに。／西本 紘奈／K913ニ
ひんやり夏和菓子／鳥居 満智栄／596.6ト
ゼロから分かる！日本茶の楽しみ方／ブレケル・オスカル／596.7フ

おしっこちょっぴりもれたろう／ヨシタケ シンスケ／KE

人間にとって病いとは何か／曽野 綾子／914.6ソ ピーマンのにくづめだったもののはなし／若井 麻奈美／KE

日 月
7/29 30
5 6
12 13
19 20
26 27

火
31
7
14
21
28

水 木
8/1 2
8 9
15 16
22 23
29 30

金
3
10
17
24
31

土
4
11
18
25
9/1

＊■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。
８月の予定は８月 ３日（金）の１０時からです。
９月の予定は９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♪

耶馬溪図書館以外の図書館に入った新着本です。気になる本があれば予約を🎵

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】

お話とともに育つ喜び／下澤 いづみ／015.8シ 星夜航行 上・下巻／飯嶋 和一／913.6イ
図解50歳からの人生が楽しくなる生き方／保坂 隆／159ホ

天地に燦たり／川越 宗一／913.6カ

西日本「公共の宿」厳選ベストガイド／あんぐる／291.0ニ

絵金、闇を塗る／木下 昌輝／913.6キ

池上彰のマンガでわかる経済学 1／池上 彰／331イ 島のエアライン 上・下／黒木 亮／913.6ク
よくある子どもの病気・ケガまずの対応マニュアル／新谷 まさこ／376.1シ

漱石センセと私／出久根 達郎／913.6テ

5分間背骨ゆらしで体じゅうの痛みが消える／上原 宏／492.7ウ

雨降る森の犬／馳 星周／913.6ハ

命を縮める「睡眠負債」を解消する／白川 修一郎／498.3シ もう「はい」としか言えない／松尾 スズキ／913.6マ

陛下、お味はいかがでしょう。／工藤 極／596.0ク 燃える波／村山 由佳／913.6ム
マンガでわかるかずのすけ式美肌化学のルール／かずのすけ／576.7マ

選んだ孤独はよい孤独／913.6ヤ

よくわかるイネの生理と栽培／農山漁村文化協会／616.2ヨ

世界遺産100断面図鑑／中川 武／709セ

斬り捨て御免／工藤 堅太郎／B913.6ク
芸は人なり、人生は笑いあり／桂 歌丸／913.7カ

最高の雑談力／茂木 健一郎／809.4モ

綾蝶(あやはびら)の記／石牟礼 道子／914.6イ

江戸「仕事人」案内／岡村 直樹／910.2オ

やさしさにつつまれる小さな物語／「小さな親切」運動本部／914.6ヤ

耶馬溪図書館の場所を分かりやすくするために、
看板を新設しました。
国道２１２号線沿いにある「耶馬溪公民館・図書
館」の看板を目印に来てください。自動ドアを
開けてすぐ目の前の階段下に図書館が見えます。
ご来館お待ちしております。
2018年8月～9月まで
曜日
第１
木曜
日
第３
木曜
日

月／日

８/ ２
８/１６
９/ ６
９/２０
８/ ９

第２
木曜
日
第４
木曜
日

８/２３
９/１３
９/２７

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
伊福
１６：１５～１６：２５

曜日
第１
金曜
日
第３
金曜
日

月／日

駐車地

８/ ３
８/１７
９/ ７

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

９/２１
８/１０

第２
金曜
日
第４
金曜
日

８/２４
９/１４
９/２８

予定時間

１０：００～１０：３０
１０：４０～１１：２０
１１：２５～１１：４５
１３：１５～１３：４５
１４：００～１４：２５
１４：３５～１４：５５
１５：０５～１５：５０
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歳までに知っておきたい
女の子の心と体ノート』 児童書

『土砂災害とひなん』

児童書

佐藤 丈晴／吉備人出版

保健師めぐみ／ナツメ社

土砂災害の危険な場所は？ 大雨注意報、

生理や胸のなやみ、恋や友だち付き合い、
親との関係・・・。思春期の女の子は悩みが

大雨警報、避難勧告、避難指示などが発表され
たとき、どこを通って避難すればいい？

いっぱい。自分を守るために、そして自分を

土砂災害と避難に関する知識を、クイズ、すご

好きになれるように、女の子に知っておいて

ろく、迷路などで遊びながら身につける本です。

ほしい知識を、マンガを交えて紹介します。

『「脱水症」と「経口補水液」の
すべてがわかる本』 一般書

『６０歳からの「届け出」だけで
お金がもらえる本』 一般書

谷口 英喜／日本医療企画

小泉 正典／宝島社

脱水症の早期発見法から水分補給に役立つ

７０歳に繰り下げ受給すれば年金が２倍に！

「経口補水液」の使用法まで、イラストを使って

医療費負担を３割→１割にできる裏ワザ、退職日

分かりやすく紹介します。Q＆Aも収録。

が１日違うだけでもらえるお金が１３０万UP!

脱水症の正しい知識と対応法が身につく
一冊です。

６０歳からの暮らしに役立つ制度を多岐にわた
り紹介します。

書名・著者名・分類番号【一般】
弱さをさらけだす勇気／松岡 修造／159マ

書名・著者名・分類番号【児童】
ゆるゆる危険生物図鑑／さの かける／K480サ
ネットではわからないお墓問題の片づけ方／主婦の友社／385.6ネ えげつないいきもの図鑑／大谷 智通／K468オ
1日10分でOK!体幹を鍛える最強の「歩き方」／木塲 克己／498.3コ わけあって絶滅しました。／丸山 貴史／K482マ
体質改善ダイエット／伊達 友美／498.5タ
5分後に恋の結末／橘 つばさ／K913タ
あなたの寿命は食事が決める！／森 由香子／498.5モ 実物大！世界のどうぶつ絵本／ソフィー・ヘン／KE
農薬に頼らない病虫害対策／木嶋 利男／626.1ノ おしりたんてい ププッちいさなしょちょうのだいピンチ！？／トロル／KE

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 10/1 2 3 4 5 6
＊■は、休館日です。

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３０分程度、絵本の読み聞かせ
や手遊びなどおこないます。
９月の予定は９月 ７日（金）の１０時からです。
１０月の予定は１０月 ５日（金）の１０時からです。
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

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。

新刊図書に蔵書印を押す作業をしまし
た。幅の狭い本に押すのは難しかった
ようです。（8／２ 城井小学校）

本の破れた所や外れた所の修理をしま
した。大切に読むようにしましょう。
（８／１６ 津民小学校）

本の貸出・返却作業をしました。最初は緊張していたようですが、少しづつ慣れて
いって、対応もしっかりとできていました。（８／９ 下郷小学校）
2018年9月～10月まで
曜日
第１
木曜
日
第３
木曜
日

月／日

９/ ６
９/２０
１０/ ４
１０/１８
９/１３

第２
木曜
日
第４
木曜
日

９/２７
１０/１１
１０/２５

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
伊福
１６：１５～１６：２５

曜日
第１
金曜
日
第３
金曜
日

月／日

駐車地

９/ ７
９/２１

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

１０/ ５
１０/１９
９/１４

第２
金曜
日
第４
金曜
日

９/２８
１０/１２
１０/２６

予定時間

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

『ヒョウのハチ』

耶馬溪大字柿坂５２０番地 ☎５４－３１１１（内線３４０）

絵本

『くまモン』

門田 隆将／小学館

児童書

森 真理／小学館

戦争中、中国で日本兵に拾われた野生の

２０１１年の九州新幹線開業に合わせ、熊本県の

赤ちゃんヒョウ。兵隊達に愛育されるが、

PRのために誕生し、日本一有名なご当地キャラに

猛獣処分の犠牲になってしまい・・・。

なったくまモン。

戦争がもたらす悲劇と、動物と人との深い

２０１６年４月の熊本地震から復興を目指す人々

絆を伝える実話です。

を支えるくまモンの活躍をまんがで紹介します。

『毒をかき出す足もみ大全』

『NHKガッテン! がんばらないで
健康長寿に! 最高のラク効く体操』

一般書

和智 惠子／宝島社

冷え性、肩こり、便秘、更年期症状、

一般書

不妊・・・女性に多い不調が改善！

NHK科学・環境番組部／主婦と生活社

「がんばらない」が、健康長寿の基本。

「毒出し足もみ」の仕組みから基本のもみ方、

長生きホルモンが増える「壁ネクチン体操」、毛細

症状別のもみ方までを、写真でわかりやすく

血管が再生する「その場スキップ」など、ラクで効果

紹介します。

が高い６５の健康体操を紹介します。

足の反射区図表も掲載しています。

書名・著者名・分類番号【一般】
書名・著者名・分類番号【児童】
血圧を下げる最強の方法／渡辺 尚彦／493.2ワ カワハタ先生の動物の不思議／川幡 智佳／K480カ
認知症の脳もよみがえる頭の体操／川島 隆太／498.3カ おしゃれ&かわいい!とっておきの手づくり小物／皿海 佐多子／K594サ
図解名医が教える病気にならない最強の食事術／白澤 卓二／498.5ス おしゃカワ!ビューティー大じてん／オトメのミリョク研究会／K595オ

免疫力アップと疲労回復の食習慣／池谷 敏郎／498.5メ たのしくことばが身につく！なぞなぞ1000／高橋 啓恵／K798タ
体にうれしい！かんたん米麹レシピ／真藤 舞衣子／596シ チア☆ダンROCKETS／みうら かれん／K913ミ

農家が教える野菜づくりのコツと裏ワザ／農文協／626ノ いいまちがいちゃん／のぶみ／KE

日 月 火
9/30 10/1 2
7 8 9
14 15 16
21 22 23
28 29 30

水
3
10
17
24
31

木
4
11
18
25
11/1

金
5
12
19
26
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、ボランティアの方が、
毎月第1金曜の１０時から３０分程度、絵本の読み
聞かせや手遊びなどおこないます。
１０月の予定は１０月 ５日（金）の１０時からです。
１１月の予定は１１月 ２日（金）の１０時からです。
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（土）～11月9日（金）まで、秋の読書週間があります。
今年の標語は、「ホッと一息 本と一息」です。秋の夜長に本を
読んで、ホッと一息つきませんか？
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。ぜひご来館下さい。

★秋のお楽しみお話し会★

★クイズにチャレンジ★

日時：11月２日（金） 10時～12時
内容：ボランティアの方による、読み
聞かせや手遊びなど。
10時～ 子どものためのお話し会
11時～ 大人のためのお話し会

本に関する事などをクイズに
しています。全問正解した人に
はプレゼントを差し上げます。
クイズの問題は、大人向けと
子ども向けに分けています。
なお、プレゼントには数に限り
がありますので、無くなり次第
終了いたします。

※時間は多少、前後することがあります。

場所：耶馬溪図書館 絵本コーナー

★しおりのプレゼント★
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。

★本・雑誌の無料配布★
除籍をした本や雑誌を無料配布します。

毎月、耶馬溪地域おこし協力隊
の方が「読書会」を行っています。
そこで紹介された本を図書館内
に展示しています。どんな本が
紹介されたか見て下さい。
2018年10月～11月まで

曜日

月／日

１０/ ４
第１
木曜
日
第３
木曜
日

１０/１８
１1/ 1
１1/１5
１０/１１

第２
木曜
日

１０/２５

第４
木曜
日

１1/ ８

１１/２２

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
伊福
１６：１５～１６：２５

曜日
第１
金曜
日
第３
金曜
日

月／日

駐車地

１０/ ５

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

１０/１９
１１/ ２
１１/１６
１０/１２

第２
金曜
日
第４
金曜
日

１０/２６

１１/ ９

予定時間

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

『けんかはやめなさ～い』

耶馬溪大字柿坂５２０番地 ☎５４－３１１１（内線３４０）

絵本

『まちのくるま』

わたなべ あや／ひかりのくに

絵本

コヨセ ジュンジ／ＷＡＶＥ出版

れんこんちゃんたち、、ドーナツがほしくて、
ぷんぷんぷん！ けんかはやめなさ～い。
ふたりでなかよく分けたら、にこにこにっこ
り、なかなおり！
「かして」「はんぶんこ」など、友達と仲良く
遊べることばを伝える絵本です。

荷物を運んだり、掃除をしたり、火を消した
り、病気の人を助けたり・・・。町の中で活躍
する車のしくみや働きを徹底解剖。
車好きの子どもたちのバイブルになる絵本
です。探し絵が楽しめるワイドページがあり
ます。

『だいじょうぶだよ、モリス』

『ちょっと心配なカラダの
数値のことがすぐにわかる本』

一般書

カール＝ヨハン・エリーン／飛鳥新書

引っ越しをし、新しい保育園に行くこと
になったモリス。新しい環境への不安、さみ
しい気持ちにモリスは・・・。
1週間の物語に、子どもも大人も困りがち
な場面を網羅し、それを解決する言葉がけ
を具体例を挙げて解説します。

書名・著者名・分類番号【一般】
倒れない計画術／メンタリストDaiGo／159タ
心と体に効く温泉／佐々木 政一／291.0サ
政権奪取論／橋下 徹／312.1ハ
自分で治す！老眼・近眼／日比野 佐和子／496.4ヒ
イナカをツクル／嵩 和雄／著／611.9ｶ
大相撲の不思議／内館 牧子／著／788.1ｳ

日 月
#### 29
4 5
11 12
18 19
25 26

火
30
6
13
20
27

水
31
7
14
21
28

木 金
11/1 2
8 9
15 16
22 23
29 30

土
3
10
17
24
12/1

＊■は、休館日です。
※開館時間・・・午前１０：００～午後６：００

一般書

和田 高士／学研プラス

健康診断で明らかになる体の数値を正しく
知って、健康を守りましょう。
血液や尿の検査でわかること、機械を使っ
た検査や画像診断でわかることを解説。
人間ドックの上手な活用法なども紹介します。

書名・著者名・分類番号【児童】
誕生日うらないスペシャル／マーク・矢崎治信／K148タ

月の満ちかけをながめよう／森 雅之／K446ツ
女子力アップおかたづけレッスン帳／魚林 佐起子／Ｋ597シ

響-HIBIKI- ／柳本 光晴／Ｋ913ト
じめんのしたにはなにがある／中川 ひろたか／ＫＥ
どんぐりむらのいちねんかん／なかや みわ／KE

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、絵本の読み聞かせや
手遊びなどおこないます。
11月の予定は１１月 ２日（金）の１０時からです。
※時間別に「子ども」「大人」のお話し会があります。
12月の予定は１２月２１（金）の１０時からです。
大人も子どもも一緒に楽しめるお話し会です。

耶馬溪図書館以外の図書館に入った新着本です。気になる本があれば予約を🎵

書名・著者名・分類番号【小説・エッセイ以外】
時事漫才／爆笑問題／049ハ

書名・著者名・分類番号【小説・エッセイ】
松本-鹿児島殺人連鎖／梓 林太郎／913.6ア

できるExcel & PowerPoint 2016／小舘 由典／007.6テ インド倶楽部の謎／有栖川 有栖／913.6ア
大富豪が実践しているお金の哲学／冨田 和成／159ト 一緒にお墓に入ろう／江上 剛／913.6エ

「墓じまい」の結末／森下 瑞堂／186.4モ

死神刑事（デカ）／大倉 崇裕／913.6オ

ホモ・デウス 上・下／ユヴァル・ノア・ハラリ／204ハ 漂砂の塔／大沢 在昌／913.6オ
いまいちばん美しい日本の絶景／MdN編集部／291.0イ アリバイ崩し承ります／大山 誠一郎／913.6オ

外国人記者が見た平成日本／ヤン・デンマン／302.1テ 定本吉良の言い分 上・下／岳 真也／913.6カ

ちょこっとずぼら老後は楽しい！／保坂 隆／367.7ホ 龍華記／澤田 瞳子／913.6サ
気になる症状からナビする病気の事典／藤原 大美／492フ

日本酒ソムリエ／潮風 波音／913.6シ

検査結果なんでも早わかり事典／小橋 隆一郎／492.1コ

鬼嵐／仙川 環／913.6セ

姿勢の教科書 上肢・下肢編／竹井 仁／492.5タ 明治銀座異変／滝沢 志郎／913.6タ
bonponのプチプラ着こなし便利帖／bonpon／589.2ホ 特捜投資家／永瀬 隼介／913.6ナ

見てわかる和洋中の味つけ／川上 文代／596カ 悪童(ワルガキ)／山田 洋次／913.6ヤ
稼げる!新農業ビジネスの始め方／山下 弘幸／611.7ヤ 灰色のパラダイス／赤川 次郎／著／Ｂ913.6シ
はじめてでも失敗しない野菜づくりの基本100／新井 敏夫／626.9ハ

書店ガール 7／碧野 圭／著／Ｂ913.6シ

黒板アート甲子園作品集／日学株式会社／720.8コ 働く女性に贈る27通の手紙／小手鞠 るい／著／914.6ｺ

亥年のゆる文字年賀状／宇田川 一美／728ウ

吉本ばななが友だちの悩みについてこたえる/吉本 ばなな／著／914.6ﾖ

井山裕太の碁 強くなる考え方／内藤 由起子／795ナ 親の介護、10年め日記。／堀田 あきお／916ホ

文豪たちのラブレター／別冊宝島編集部／910.2フ 女のホンネ男のホンネ／田辺 聖子／917タ

2018年11月～1２月まで
曜日
第１
木曜
日
第３
木曜
日

月／日

１1/ 1
１1/１5
１２/２０

１1/ ８
第２
木曜
日
第４
木曜
日

１１/２２
１２/１３
１２/２７

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
伊福
１６：１５～１６：２５

月／日

駐車地

第１
金曜
日

１１/ ２
１１/１６

第３
金曜
日

１２/２１

戸原分譲住宅
三尾母公民館付近
三慧保育園
山移公民館
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

１１/ ９

１２/１４
１２/２８

予定時間

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

『母さんがどんなに僕を
嫌いでも』 児童書

『はたらきママとほいくえんちゃん』
絵本

歌川 たいじ／KADOKAWA

保育園に通っているほいくえんちゃんと、

ここではもう生きられない。母さん、悲しい

レストランでお仕事しているママ。

けど、ぼくは家を出ていくよ・・・。

ママが働いているころ、ほいくえんちゃんは何を

母親の暴力にも、学校のイジメにも負けず、
幸せをつかんだ少年の感動の実話。

しているのかな？
働くお母さんとその子どもたちを応援する絵本

2018年11月公開映画の原作です。

『60歳からの筋活ごはん』

のぶみ／WAVE出版

です。

『名医がすすめる！ 老けない
最強の食べ方』 一般書

一般書

荒木 厚／女子栄養大学出版社

白澤 卓二／笠倉出版社

筋肉のしっかりついたじょうぶな足腰を維持

老化を防ぐためにどのような食事方法をとり入れ

するには良質たんぱく質、豊富なバランスの

ればいいのかを解説するとともに、予防したい病気

よい食事と運動がカギ。
東京都健康長寿医療センターの、手軽でおい

別おすすめ食材と、老けないための食材&調理法
を紹介。

しいレシピと自宅でできるユニークなエアー

簡単にできる、老けない運動・生活習慣も教え

運動を紹介します。

ます。

書名・著者名・分類番号【一般】

書名・著者名・分類番号【児童】
「やる気が出ない」が一瞬で消える方法／大嶋 信頼／146.8オ きのこレストラン／新開 孝／Ｋ474シ
ひざ裏ストレッチ／日本ストレッチング協会／498.3ヒ ほろっと泣けるいきもの図鑑／今泉 忠明／Ｋ480ホ
最新医学で証明された最高の食事術／日比野 佐和子／498.5ヒ どんぐりクリスマス／K750オ
てんきち母ちゃんのゆる糖質オフのやせる献立／井上 かなえ／596イ かいけつゾロリ大図鑑キャラクター大全／原 ゆたか／K910ハ

映画ういらぶ。／星森 ゆきも／K913ミ
65歳から頭がよくなる言葉習慣／樋口 裕一／809ヒ 100にんのサンタクロース／谷口 友則／KE

なかなか捨てられない人のための鬼速片づけ／吉川 永里子／597.5ヨ

日 月
11/25 26
2 3
9 10
16 17
23 24
30 31

火
27
4
11
18
25

水
28
5
12
19
26
1/1 2

木
29
6
13
220
27
3

＊■は、休館日です。

金
30
7
14
21
28
4

土
12/1

8
15
22
29
5

図書館の絵本コーナーで、ボランティアの方が、
１０時から３０分程度、絵本の読み聞かせや手遊び
などおこないます。
１２月の予定は１２月 ２１日（金）の１０時からです。
1月の予定は１月 １８日（金）の１０時からです。
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

耶馬溪図書館以外の図書館に入った新着本です。気になる本があれば予約を🎵

書名・著者名・分類番号【小説・エッセイ以外】
最新トレンドから導く手帳テクニック100／舘神 龍彦／002.7タ

書名・著者名・分類番号【小説・エッセイ】
凛の弦音(つるね)／我孫子 武丸／913.6ア

サイバーセキュリティ入門／羽室 英太郎／007.6ハ 二十五年後の読書／乙川 優三郎／913.6オ

感情の「みかた」／堀越 勝／141.6ホ

探偵は教室にいない／川澄 浩平／913.6カ

よくわかる手相／仙乙 恵美花／148.1ヨ

ヘブン／新野 剛志／913..6シ

輪切りの江戸文化史／鈴木 健一／210.5ワ

高天原-厩戸皇子の神話／周防 柳／913.6ス

祇園、うっとこの話／吉村 薫／289.1ヨ

銀色の青／笑い飯哲夫／913.6テ

10年で激変する!「公務員の未来」予想図／小紫 雅史／318.3コ 掟上今日子の乗車券【忘却探偵シリーズ１１】／西尾 維新／913.6ニ

いまどきの納骨堂／井上 理津子／385.6イ

走馬灯症候群／嶺里 俊介／913.6ミ

認知症対策の新常識／鈴木 宏幸／493.7ス 刀と算盤／谷津 矢車／913.6ヤ
メンタリズム禁煙法／メンタリストDaiGo／498.3タ 西郷を破滅させた男 益満休之助／芳川 泰久／913.6ヨ
仕事を効率化するビジネス文具／菅 未里／589.7カ 終電の神様 [2]／阿川 大樹／Ｂ913.6ア

フォトジェニックなラテアート／伊藤 雄一／596.7イ 京都伏見のあやかし甘味帖 [3]／柏 てん／Ｂ913.6カ
写真でわかる野菜・果樹の病害虫防除／草間 祐輔／626.1ク

歌舞鬼姫／富田 祐弘／Ｂ913.6ト

外国人が見た日本／内田 宗治／689.2ウ

騙り屋／藤井 邦夫／Ｂ913.6フ

筆ペンで書くお店のゆる文字／宇田川 一美／728ウ 人生は還暦から!／小山内 美江子／914.6オ

ラジオ歌謡名曲集／工藤 雄一／767.8ラ

先生、ちょっと人生相談いいですか?／瀬戸内 寂聴／914.6セ

すぐに使えて一生役立つ大人の語彙力／リベラル社／810.4ス

にゃんこ天国／阿部 昭／914.6ニ

日本の文学／鈴木 啓子／910.2ニ

となりの脳世界／村田 沙耶香／914.6ム

宮部みゆき全一冊／宮部 みゆき／910.2ミ

「違うこと」をしないこと／吉本 ばなな／914.6ヨ

2018年12月～2019年1月まで
曜日
第１
木曜
日
第３
木曜
日

月／日

１２/２０

１/１７

１２/１３
第２
木曜
日
第４
木曜
日

１２/２７
１/１０

１/２４

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
伊福
１６：１５～１６：２５

曜日

月／日

１２/２１
１/１８
１２/１４
第２
金曜
日
第４
金曜
日

１２/２８
１/１１
１/２５

駐車地
戸原分譲住宅
三尾母公民館付近
三慧保育園
山移公民館
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
１３：１５～１３：４５
１４：００～１４：２５
１４：３５～１４：５５
１５：０５～１５：５０
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）

『100年たったら』

『「ふつう」ってなんだ？』

絵本 石井 睦美／アリス館
ずっと昔、ライオンが広い草原にひとりっ
きりで住んでいた。ある日、飛べなくなった
一羽の鳥が草原におりたち、いっしょに過ご
すようになるが・・・。
ライオンと鳥がたどる、はるかな時と命を
描いた、せつなく壮大な物語です。

児童書
ReBit／学研プラス
「ふつう」って？ 男らしさや女らしさって？
「LGBT」って？ 自分にできることって？
レズビアン、ゲイといった性的少数者の
人たちの気持ちや、学校生活で困ることなど
を紹介しながら、性の多様性についてマンガ
やイラストを使ってわかりやすく説明します。

『尾畠春夫 魂の生き方』

『”妻の地雷”を踏まない本』

一般書
尾畠 春夫／南々社
2018年、山口県で行方不明の2歳児を
発見した「平成のスーパーボランティア」
尾畠春夫。
その生い立ちからボランティア人生に
邁進する現在までを語る。 健康法や
語録も収録しています。

一般書
鶴田 豊和／ぴあ
妻が夫に期待するものと、夫が妻に期待する
ものは全然違う。夫婦の「なぜ！？」を行動心理
コンサルタントが徹底解説。妻の地雷を踏まな
いコツをアドバイスします。
よくある地雷エピソードを描いた4コママンガも
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】

血糖を下げるすぐ効く食べ方食べ物／石原 結實／493.1イ ちびまる子ちゃんのマナーとルール／さくら ももこ／K385チ
「遺伝子スイッチ」を切り替える最高の健康法／小林 弘幸／498.3コ

へんてこりんな宇宙図鑑／岩谷 圭介／K440イ

ねこ先生トト・ノエルに教わるゆるゆる健康法／simico／498.3シ ちびまる子ちゃんの整理整とん／さくら ももこ／K597チ

医者が教える日本人に効く食事術／溝口 徹／498.5ミ 5分でドキドキ！胸キュンな話／夜野 せせり／K913コ

名探偵テスとミナ １／ポーラ・ハリソン／K933ハ
凡人のための地域再生入門／木下 斉／601.1キ ごりらかあさん／のぶみ／KE

予約の取れない家政婦タスカジさんのラク家事BOOK／タスカジ／597.9ヨ

日 月
12/30
31
6 7
13 14
20 21
27 28

火 水
1/1 2
8 9
15 16
22 23
29 30

木
3
10
17
24
31

＊■は、休館日です。

金
4
11
18
25

土
5
12
19
26
2/1 2

図書館の絵本コーナーで、ボランティアの方が、
１０時から３０分程度、絵本の読み聞かせや
手遊びなどおこないます。
１月の予定は１月 １８日（金）の１０時からです。
２月の予定は２月 １日（金）の１０時からです。
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

耶馬溪図書館以外の図書館に入った新着本です。気になる本があれば予約を🎵

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】

即効!成果が上がる速読の技術／佐々木 豊文／019サ 鼠、恋路の闇を照らす／赤川 次郎／913.6ア

「日本の伝統」という幻想／藤井 青銅／031.4フ 会社を綴る人／朱野 帰子／913.6ア
マンガ宝くじで1億円当たった人の末路／鈴木 信行／159ス

倉敷高梁川の殺意／梓 林太郎／913.6ア

オウムと死刑／河出書房新社編集部／169.1オ 54字の物語 怪／氏田 雄介／913.6ウ
信長もビックリ!?科学でツッコむ日本の歴史／平林 純／210.1ク

厨師、怪しい鍋と旅をする／勝山 海百合／913.6カ

これならわかる天皇の歴史Q&A／歴史教育者協議会／288.4コ

まれびとパレード／越谷 オサム／913.6コ

妻と正しくケンカする方法／小林 美智子／367.3コ 硬い爪、切り裂く指に明日／菅野 彰／913.6ス

地面師／森 功／368.6モ

神さまを待っている／畑野 智美／913.6ハ

笑顔の認知症／音成 龍司／493.7ネ

花折／花村 萬月／913.6ハ

病気の9割は歩くだけで治る! PART2／長尾 和宏／498.3ナ

フランス座／ビートたけし／913.6ヒ

最高の入浴法／早坂 信哉／498.3ハ

芙蓉の干城(たて)／松井 今朝子／913.6マ

もう失敗しない!米粉の教科書／柳田 かおり／596.6ヤ エリザベスの友達／村田 喜代子／913.6ム

定年後の断捨離／やました ひでこ／597ヤ
塀の中の美容室／桜井 美奈／B913.6サ
農作物を守る鳥獣害対策／江口 祐輔／615.8エ ゆめ姫事件帖／和田 はつ子／B913.6ワ
これからはじめる商品撮影の教科書／長谷川 修／674.3ハ

大人の流儀 8／伊集院 静／914.6イ

これでいいのだ…さよならなのだ／赤塚 不二夫／726.1ア 命の限り、笑って生きたい／瀬戸内 寂聴／914.6セ
こどもをぐんぐん伸ばす「将棋思考」／高野 秀行／796.0タ 曽野綾子の本音で語る人生相談／曽野 綾子／B914.6ソ

1秒で刺さる書き方／中谷 彰宏／816ナ

まあまあの日々／群 ようこ／B914.6ム

藤沢周平「人はどう生きるか」／遠藤 崇寿／910.2フ 太宰治の絶望語録／太宰 治／917タ

2019年1月～2月まで
曜日

月／日

第１
木曜
日

１/１７

第３
木曜
日

２/ ７
２/２１
１/１０

第２
木曜
日
第４
木曜
日

１/２４

２/１４

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
伊福
１６：１５～１６：２５

曜日
第１
金曜
日
第３
金曜
日

月／日

１/１８
２/ １

２/１５
１/１１

第２
金曜
日
第４
金曜
日

１/２５
２/ ８
２/２２

駐車地
戸原分譲住宅
三尾母公民館付近
三慧保育園
山移公民館
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
１３：１５～１３：４５
１４：００～１４：２５
１４：３５～１４：５５
１５：０５～１５：５０
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）

『しあわせになあれ』
絵本 弓削田 健介／瑞雲舎
あなたが呼んでくれた名前は、美しい祈り
でした－。
両親からの最初の贈り物である「名前」を
テーマにつくられた合唱曲「しあわせになあ
れ」を絵本化しました。
「愛する人」と「愛してくれた」人に贈りたい
一冊です。楽譜が付いています。

『しばわんこと楽しく学ぼう
和のせいかつ』 絵本
川浦 良枝／白泉社
和のくらしの基本を、しばわんことみけ
にゃんこと一緒に親子で遊びながら学べる
本です。
むかしあそび、１２カ月の季節の行事など
も掲載。『MOE』掲載に書き下ろしを加えて
書籍化しています。

『ミドリ薬品漢方堂のまいにち漢方』

『住み継がれる集落をつくる』

一般 櫻井 大典／ナツメ社
お粥、梨の薬膳デザート、板藍茶、緑豆
ぜんざい・・・。
北海道の「ミドリ薬品漢方堂」の三代目で
ある著者が、病院に行ってもなかなか解決
しにくい、数値に出てこない不調への対策
のヒントを、１日ひとつずつ紹介します。

一般
山崎 義人／学芸出版社
消滅可能性と向き合い、外部との交流や
連携によって地域の暮らし、仕事、コミュニ
ティ、歴史文化、風景を次世代に継承して
いる各地の試みから、農村漁村が生き抜く
ための方策を探ります。

書名・著者名・分類番号【一般】

書名・著者名・分類番号【児童】

高齢者の手あそび・指あそび&足体操／原田 律子／369.2ハ 名探偵コナン推理ファイル九州地方の謎／青山 剛昌／K291メ

東大松丸式数字ナゾトキ／松丸 亮吾／410.7マ

図解大事典未確認生物UMA／ながた みかこ／K480ナ

管理栄養士が教えるかしこい食べ方／弥冨 秀江／498.5カ

ブラックないきもの図鑑／今泉 忠明／K480フ

物忘れ・認知症を撃退!脳がよみがえるきくち体操／菊池 和子／498.3キ

おとのさま、ほいくしさんになる／中川 ひろたか／K913ナ

イラストでわかる疲れないカラダの使い方図鑑／木野村 朱美／498.3キ

かいけつゾロリロボット大さくせん／原 ゆたか／K913ハ

体が硬い人でもやわらかくなるストレッチ／石井 直方／781.4カ おしりたんてい ププッゆきやまのしろいかいぶつ!?／トロル／KE

日 月
1/27 28
3 4
10 11
17 18
24 25

火
29
5
12
19
26

水
30
6
13
20
27

木
31
7
14
21
28

金 土
2/1 2
8 9
15 16
22 23
3/1 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、ボランティアの方が、
毎月第1金曜の１０時から３０分程度、絵本の読み
聞かせや手遊びなどおこないます。
２月の予定は２月 1日（金）の１０時からです。
３月の予定は３月 １日（金）の１０時からです。
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♪

耶馬溪図書館以外の図書館に入った新着本です。気になる本があれば予約を🎵

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】

疲れないパソコン仕事術／小枝 祐基／007.6コ 田沼スポーツ包丁部!／秋川 滝美／913.6ア

東大生の本の「使い方」／重松 理恵／019シ

会社を綴る人／朱野 帰子／913.6ア

ほっとけない神様図鑑／椙山 林継／172ホ
髪結百花／泉 ゆたか／913.6イ
和尚が教える極上のお葬式／石毛 泰道／186イ 月まで三キロ／伊与原 新／913.6イ
天皇<125代>の歴史／山本 博文／288.4テ

府中三億円事件を計画・実行したのは私です。／白田／913.6シ

侘寂温泉 西日本編／魚谷 祐介／291.0ウ

小説秒速5センチメートル／新海 誠／913.6シ

はじめての相続+遺品整理／明石 久美／324.7ア

約束の花が咲くとき、僕がきみの光になる／高倉 かな／913.6タ

被災地から学ぶかぞくの防災／日本アムウェイ財団／369.3ヒ

破天荒フェニックス／田中 修治／913.6タ

安楽死・尊厳死の現在／松田 純／490.1マ

則天武后 上・下／塚本 青史／913.6ツ

100歳まで自分の力で歩ける「ひざ」のつくり方／戸田 佳孝／494.7ト

ぴりから／堀江 貴文／913.6ホ

思い出し脳活テスト／ど忘れ現象を防ぐ会／498.3オ 官邸ポリス／幕 蓮／913.6マ
シニアよ、インターネットでつながろう!／牧 壮／547.4マ 亜細亜の曙／山中 峯太郎／913.6ヤ
得意料理は和食です!と言えるようになれる本／市瀬 悦子／596.2イ

生きてさえいれば／小坂 流加／B913.6コ

医師が教える!健康あんしん旅／JR東京総合病院／598.3イ

其角忠臣蔵／小杉 健治／B913.6コ

小池芳子のこうして稼ぐ農産加工／小池 芳子／619コ 緊急重役会／城山 三郎／B913.6シ

8秒で心をつかむ接客術／大神 賀世子／673.3オ 「御宿かわせみ」ミステリ傑作選／平岩 弓枝／B913.6ヒ
運転をあきらめないシニアの本音と新・対策／岩越 和紀／681.3イ

隠密旗本 荒事役者／福原 俊彦／B913.6フ

「さみしさ」の研究／ビートたけし／779.9ヒ

湖底の光芒／松本 清張／B913.6マ

古文単語キャラ図鑑／岡本 梨奈／814.6オ

こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話／渡辺 一史／B913.6マ

NHKラジオ深夜便絶望名言／頭木 弘樹／902.7エ 海苔と卵と朝めし／向田 邦子／914.6ム

曜日

月／日

２/ ７
第１
木曜
日
第３
木曜
日

第２
木曜
日
第４
木曜
日

駐車地

予定時間

永岩消防車庫前

９：５５～１０：１０

津民保育所
津民診療所前

２/２１

３/ ７

２/１４

３/１４
３/２８

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

曜日

月／日

１０：２０～１０：４０ 第１
金曜
１０：４５～１０：５５ 日

２/ １

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
伊福
１６：１５～１６：２５

第３
金曜
日

２/１５
３/ １
３/１５
２/ ８

第２
金曜
日
第４
金曜
日

２/２２
３/ ８
３/２２

2019年2月～３月まで
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
山移公民館
山移診療所前
もみじの湯
鹿鳴館駐車場

１１：２５～１１：４５

１３：１５～１３：４５
１４：００～１４：２５
１４：３５～１４：５５
１５：０５～１５：５０
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）

『むし歯のしょうたい』 絵本

『オフロケット』 絵本

楠 章子／くもん出版
歯の検査で、りこちゃんは、むし歯が見つ
かりました。歯医者さんに行くと、やさしい
けんたろう先生が、むし歯菌について教え
てくれて・・・。
歯に関する正しい知識がよくわかる絵本
です。

ザ・キャビンカンパニー／白泉社
お風呂で体を洗ったら、湯船に浸かって、
「１０、９、８・・・」とカウントダウン。 ジュゴ
ンがジャンプしたり、キュウカンチョウが
お湯をはったり、楽しいことが起こるか
も！？
心地よい言葉のリズムで自然に数字を
楽しめる絵本です。

『母を亡くした時、僕は遺骨を
食べたいと思った。』 一般書

『日本人の９割がやっている
残念な健康習慣』 一般書

宮川 サトシ／新潮社
母を失った後の日々で僕が知った、
最愛の存在がいない世界とその死の本当
の意味。死後１年、母から届いたスペシャ
ルな贈り物とは・・・。涙と希望に溢れる
家族エッセイ漫画。特別編も収録。2019年
２月公開映画の原作です。

ホームライフ取材班／青春出版社
１日１万歩、糖質制限、発酵食品、半身
浴、筋トレ・・・。巷の常識はもう古い！？
だれもが気になる健康をテーマに、よかれ
と思ってやっている習慣や何気なく行って
いる習慣に警鐘を鳴らし、よくない理由と
正しい方法を紹介します。

書名・著者名・分類番号【一般】
医療費で損しない46の方法／原 昌平／364ハ

書名・著者名・分類番号【児童】
幻獣(モンスター)最強王図鑑／健部 伸明／K388モ
ビジュアル版病気にならない整体学／宮川 眞人／492.7ミ キモい!生きもの／今泉 忠明／K480キ
体を温める、わたしの習慣／石原 結實／498.3カ みんなが知りたい！ 世界遺産／カルチャーランド／K709ミ
おいしい珈琲を自宅で淹れる本／富田 佐奈栄／596.7ト 名探偵コナン紅の修学旅行／青山 剛昌／K913ミ
家中スッキリ片づく!「つっぱり棒」の便利ワザ／竹内 香予子／597.5タ

ちゅんたろうのしょうがっこうたんけん／田島 かおり／KE

樹木希林120の遺言／樹木 希林／778.2キ

やくそくしようよ、とびだしきんし!／深山 さくら／KC

日 月
2/24 25
3 4
10 11
17 18
24 25
31 4/1

火
26
5
12
19
26
2

水
27
6
13
20
27
3

木
28
7
14
21
28
4

＊■は、休館日です。

金
3/1
8
15
22
29
5

土
2
9
16
23
30
6

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３０分程度、絵本の読み
聞かせや手遊びなどおこないます。
３月の予定は３月 １日（金）の１０時からです。
４月の予定は４月１９日（金）の１０時からです。
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

耶馬溪図書館以外の図書館に入った新着本です。気になる本があれば予約を🎵

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】

僕たちはもう働かなくていい／堀江 貴文／007.3ホ 花嫁は迷路をめぐる／赤川 次郎／913.6ア

1冊読み切る読書術／齋藤 孝／019サ

炯眼に候／木下 昌輝／913.6キ

天才を殺す凡人／北野 唯我／159キ

人間に向いてない／黒澤 いづみ／913.6ク

すぐに真似できる天才たちの習慣100／教養総研／159.2ス

お金持ちになるゲーム／昆布山葵／913.6コ

大江戸武士の作法／小和田 哲男／210.5オ

鳥籠の小娘／千早 茜／913.6チ

図説英国執事／村上 リコ／233.0ム

私に付け足されるもの／長嶋 有／913.6ナ

壊されつつあるこの国の未来／辛坊 治郎／304シ 神の島のこどもたち／中脇 初枝／913.6ナ

ムリなくできる親の介護／工藤 広伸／369.2ク 美女と竹林のアンソロジー／阿川 せんり／913.6ヒ
老後は非マジメのすすめ/立川 談慶/367.7

トイレで読む、トイレのためのトイレ小説／雹月 あさみ／913.6ヒ

インフルエンザなぜ毎年流行するのか／岩田 健太郎／493.8イ

絵師の魂 渓斎英泉／増田 晶文／913.6マ

脳の働きをまもるウォーキングのすすめ／宮下 充正／498.3ミ

吹上奇譚 第2話／吉本 ばなな／913.6ヨ

笑って!小屋作り／中山 茂大／527ナ

緋色のシグナル／麻見 和史／B913.6ア

節約ハック大百科／松本 博樹／591マ

隠密同心と女盗賊 ２／新美 健／B913.6ニ

スグ効くおやすみ絵本／弥永 英晃／599.4ヤ 大江戸閻魔帳／藤井 邦夫／B913.6フ
最新園芸・植物用語集／土橋 豊／R620.3ツ

Bの戦場 １～6／ゆきた 志旗／B913.6ユ

炭やき教本／杉浦 銀治／658.2ス
ストレス軽減に効く落語／小島 豊美／913.7ス
新しい筋トレと栄養の教科書／岡田 隆／780.7オ 石牟礼道子 苦海浄土／若松 英輔／916イ
はたらく女子のオフィスで「カベ」ストレッチ／古賀 直樹／781.4コ

私をがんから救った8つの知恵／増田 昭子／916マ

夏井いつきの俳句ことはじめ／夏井 いつき／911.3ナ 世界名作探偵小説選／エドガー・アラン・ポー／933セ

曜日

第１
木曜
日

月／日

３/ ７

第３
木曜
日

３/１４
第２
木曜
日
第４
木曜
日

３/２８

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
伊福
１６：１５～１６：２５

曜日

月／日

駐車地

第１
金曜
日

３/ １
３/１５

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

第３
金曜
日

３/ ８
第２
金曜
日
第４
金曜
日

３/２２

2019年３月まで
予定時間

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

２０１９年４月からの予定表は作成中
です。遅くなり、申し訳ありません。

