
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）

日 月 火 水 木 金 土
4/1 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 5/1 2 3 4

＊■は、休館日です。

※開館時間・・・午前１０：００～午後６：００

書名・著者名・分類番号【一般】 書名・著者名・分類番号【児童】

勝間式超コントロール思考／勝間　和代／159カ

「人生最後」の処方箋／曽野　綾子／914.6ソ

医者が考えた猫背がなおる30秒ストレッチ／小林　弘幸／498.3コ

小説映画ドラえもんのび太の月面探査記／藤子・F・不二雄／K913ツ

カラダに効く食材&食べ合わせ食べ方で差がつく!／小池　澄子／498.5コ

スズメのくらし／平野　伸明／K488ヒ

未確認生物大図鑑／山口　敏太郎／K480ヤ

心が軽くなる「老後の整理術」／保坂　隆／367.7ホ

みえた!きょうりゅうのせかい／サラ・ハースト／KE

ちょっとだけちょっとだけ／きむら　ゆういち／KE

ほねほねザウルス　20／カバヤ食品株式会社／K913ホ

話を聞きたがらない夫悩みを聞いてほしい妻／岡田　尊司／493.7ハ

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等を

おこないます。大人も子どもも一緒に楽しめるお話

会です。お気軽にお越し下さい。

都合により４月より、毎月第１金曜に行っていた

読み聞かせを、第３金曜に変更いたします。ただし、

４月の予定は４月 ２６日（金）の１０時からです。
（「こどもの読書週間」に合わせました。裏面をご覧ください。）

５月の予定は５月１７日（金）の１０時からです。

『おしえておしえてねむりかた』
絵本 アナ・カン／ほるぷ出版

明日は楽しみにしているヨットレース。

でも、ケロケロは眠れません。もし眠れな

かったら、明日困ったことになるのに・・・。

どうしたら眠れるの？ 何かいいアイデア

はない？

ケロケロが話しかけてくる、読者参加型

の絵本です。

『どうなってるの？
どうぶつの歯』 絵本

鈴木 勝／はる書房

動物をとらえたり、外敵と戦ったり。食べ

物を食べる以外に生活の上でも重要な

役割をしているどうぶつの歯。

さまざまなどうぶつの歯を紹介しながら、

歯の役割や大切さを伝えます。

『まんがでわかる老人』
一般書 吉田 勝明／カンゼン

話を聞かない、ネガティブ発言など、高齢

者とその周辺の人たちが経験しがちな

老化にまつわるいくつかの「あるある」エピ

ソードを７つのまんがで紹介し、対処法を

解説します。

認知症予防「コグニサイズ」も収録して

います。

『地震水害防災これだけは
「知っておきたい」BOOK』
一般書 主婦の友社

災害にあったときに、自分と大切な人の

命を救うための災害対策をまとめています。

大地震が起きたときの行動をシチュエー

ション別に解説するほか、災害時に役立つ

自衛隊のスキル、家族を助けるファースト

エイドなどを収録しています。





曜日 曜日

１５：３５～１５：５５

雲神社付近

伊福 １６：１５～１６：２５

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

第２
木曜
日

第４
木曜
日

下郷保育所   ９：５０～１０：２０ 上百谷公民館 １０：５５～１１：００

やすらぎ荘 １０：２５～１０：５０ 藤木自治公民館 １１：１０～１１：３０

黒法師営農指導研究所

寺小野 １５：０５～１５：１５

１１：００～１１：１５

鹿鳴館駐車場 １３：４０～１４：１０

１３：００～１３：３０

１５：０５～１５：５０

戸原市営住宅前 １３：４０～１４：００

第２
金曜
日

第４
金曜
日

ドライブレストアイビー前 　９：５０～１０：００

もみじ園

樋山路バス停 １１：３５～１１：４５ 家籠

１３：５５～１４：２０ 折戸温泉前 １６：１０～１６：２０

宮園住宅付近 １３：４０～１３：５０ 小柿山（光円寺）

１４：３０～１４：５５

下郷小学校

１１：２５～１１：３０

１４：１５～１４：３０ 鎌野集落交差点 １０：１５～１０：３０

城井小学校 １５：００～１６：２０ 百谷生活改善センター １０：４０～１０：５０

耶馬溪中学校 １２：４０～１３：１０

両畑バス停前

１１：２５～１１：４５

上ノ川内 １１：０５～１１：１５ 山移公民館 １３：１５～１３：４５

１４：００～１４：２５

栃木自治公民館前 １１：４５～１１：５０ もみじの湯 １４：３５～１４：５５

１０：００～１０：３０

津民保育所 １０：２０～１０：４０ 三尾母公民館付近 １０：４０～１１：２０

第１
木曜
日

第３
木曜
日

永岩消防車庫前   ９：５５～１０：１０
第１
金曜
日

第３
金曜
日

戸原分譲住宅

耶馬溪運輸車庫前 １１：２５～１１：４０ 山移診療所前

津民診療所前 １０：４５～１０：５５ 三慧保育園

津民小学校 １３：００～１３：３０ 鹿鳴館駐車場

予定時間
2019年4月～5月まで

月／日 駐車地 予定時間 月／日 駐車地

4/18

4/11

4/25

4/ 5

4/12

4/26

4月23日（火）から5月12日（日）まで、「こどもの読書
週間」があります。
今年の標語は『ドは読書のド🎵』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。

★春のおはなし会★
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： 4月 26日（金）
10時より 30分程度

場所：耶馬溪図書館 絵本コーナー

（畳のある場所）

★本の展示★
図書館職員がオススメする本を

展示します。

どんな本を選ぼうか迷った時は、

参考にご覧ください。

★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。

4/ 4

5/16

5/ 9

5/23

4/19

5/17

5/10

5/24



5/23



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）

日 月 火 水 木 金 土
4/28 29 30 5/1 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 ６/1

＊■は、休館日です。

※開館時間・・・午前１０：００～午後６：００

書名・著者名・分類番号【一般】 書名・著者名・分類番号【児童】

1,2分でできるシニアの手・足・指体操61／斎藤　道雄／369.2サ

家庭(うち)でできるカラダにいい洗濯術／茂木　孝夫／593.5モ

水木しげるの妖怪えほん／水木　しげる／K388ミ超孤独死社会／菅野　久美子／368カ

魔法のつっぱり棒でお部屋が変わる／竹内　香予子／597.5タ たべものやさんしりとりたいかいかいさいします／シゲタ　サヤカ／KE

世界一美味しい手抜きごはん／はらぺこグリズリー／596ハ

パンダかぞえたいそう／いりやま　さとし／KE

そらまめくんとおまめのなかま／なかや　みわ／KE

しゅつどう！しょうぼうたい／鎌田　歩／KE

市民農園1区画で年間50品目の野菜を育てる本／福田　俊／626.9シ

おとなからきみへ／サトシン／KE

『人間の役に立っている
ありがた～い生き物たち』
児童 石田 秀輝／リベラル社

「イヌ」から生まれたデッキシューズ、船が

すいすい進む「マグロ」の塗料、地雷探しの

名人「アフリカオニネズミ」・・・。人間の役に

立っている生き物の特徴を、イラストと会話

形式でわかりやすく解説します。

『へいわとせんそう』 絵本

たにかわ しゅんたろう／ブロンズ新社

「へいわのボク」と「せんそうのボク」では、

なにが変わるのだろう。比べてみると、平和

と戦争の違いが見えてくる。

谷川俊太郎の言葉とNoritakeの絵による、

これまでにない平和絵本です。

『カラダに効く味噌汁』
一般書 汲玉／笠倉出版社

味噌は日本の風土に合った発酵食品。

そして味噌汁は日本のソウルフード。

味噌汁がカラダや心の不調にどのように

作用するかを解説し、お手軽お味噌汁、

効能別味噌汁、味噌玉、薬膳味噌汁の

レシピを紹介します。

『悪魔のおにぎりと南極流
リメイク料理』
一般書 渡貫 淳子／マガジンハウス

食材が限られ、無駄にできない南極で調理

隊員が生み出した「悪魔のおにぎり」。

テレビで紹介され反響を呼んだ「悪魔の

おにぎり」のベーシックな作り方とアレンジ、

残った料理や食材、缶づめで作る多彩なレシ

ピを掲載しています。

図書館の絵本コーナーで、ボランティアの方が、

毎月第３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。

５月の予定は５月 17日（金）の１０時からです。

６月の予定は６月 ２１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♪



2019年5月～6月まで
曜日 曜日

１５：１５～１５：２５

金吉生活改善センター １５：４５～１５：５０

宮園住宅付近 １３：４０～１３：５０ 小柿山（光円寺） １５：３５～１５：５５

雲神社付近 １３：５５～１４：２０ 折戸温泉前 １６：１０～１６：２０

第２
木曜
日

第４
木曜
日

下郷保育所   ９：５０～１０：２０ 上百谷公民館 １０：５５～１１：００

やすらぎ荘 １０：２５～１０：５０ 藤木自治公民館 １１：１０～１１：３０

黒法師営農指導研究所

寺小野 １５：０５～１５：１５

１１：００～１１：１５ 耶馬溪中学校 １２：４０～１３：１０

両畑バス停前 １１：２５～１１：３０ 鹿鳴館駐車場 １３：４０～１４：１０

伊福 １６：１５～１６：２５

一ツ戸バス停付近 １４：４０～１４：５５

鎌城

１４：１５～１４：３０ 鎌野集落交差点 １０：１５～１０：３０

城井小学校 １５：００～１６：２０ 百谷生活改善センター １０：４０～１０：５０

津民小学校 １３：００～１３：３０ 鹿鳴館駐車場 １５：０５～１５：５０

戸原市営住宅前 １３：４０～１４：００

第２
金曜
日

第４
金曜
日

ドライブレストアイビー前 　９：５０～１０：００

もみじ園

樋山路バス停 １１：３５～１１：４５ 家籠 １４：３０～１４：５５

下郷小学校 １３：００～１３：３０

もみじの湯 １４：３５～１４：５５

津民診療所前 １０：４５～１０：５５ 三慧保育園 １１：２５～１１：４５

上ノ川内 １１：０５～１１：１５ 山移公民館 １３：１５～１３：４５

平成新語 出どこはどこ?／中村　三郎／814.7ナ 無目的な思索の応答／又吉　直樹／915.6マ

月／日 駐車地 予定時間 月／日 駐車地 予定時間

第１
木曜
日

第３
木曜
日

永岩消防車庫前   ９：５５～１０：１０
第１
金曜
日

第３
金曜
日

戸原分譲住宅 １０：００～１０：３０

津民保育所 １０：２０～１０：４０ 三尾母公民館付近 １０：４０～１１：２０

耶馬溪運輸車庫前 １１：２５～１１：４０ 山移診療所前 １４：００～１４：２５

栃木自治公民館前 １１：４５～１１：５０

思わず考えちゃう／ヨシタケ　シンスケ／914.6ヨ大谷翔平二刀流の軌跡／ジェイ・パリス／783.7オ

人生は美しいことだけ憶えていればいい／佐藤　愛子／914.6サ

野菜のとり方早わかり／川端　輝江／498.5ヤ

真実の航跡／伊東　潤／913.6イ

色で着回すスタイリング・ノート／東麻　マユカ／589.2ト

ゆるキャラの恐怖／奥泉　光／913.6オ

365日和のおかず／岩崎　啓子／596.2イ 人生の目的／五木　寛之／914.6イ

50歳からの資産防衛術／横川　由理／591ヨ

帝国ホテル建築物語／植松　三十里／913.6ウ

ヒット商品の㊙プレゼン資料を大公開!／戸田　覚／336.4ト

月とコーヒー／吉田　篤弘／913.6ヨ

健康寿命を延ばすための薬食術／池上　文雄／498.5イ

浮世絵に描かれた刀剣と勇士の世界／狩野　博幸／721.8ウ

自分流のすすめ／曽野　綾子／914.6ソ

塩分早わかり／牧野　直子／498.5エ 永久のゼッケン／倉阪　鬼一郎／913.6ク

平成の終焉／原　武史／288.4テ

バッドビート／呉　勝浩／913.6コ

自治会・町内会お悩み解決実践ブック／水津　陽子／318.8ス

ハート型の雲／高橋　三千綱／913.6タ

とめどなく囁く／桐野　夏生／913.6キ

トリニティ／窪　美澄／913.6ク

草花・鉢花・観葉植物を枯らさない「コツ」!／天野　麻里絵／627ア

マリコを止めるな!　／林　真理子／914.6ハ

気くばりメールはじめました!／西出　ひろ子／670.9ニ

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】

それでいい!今どきの仏事108問答／松島　龍戒／186マ

おっさんたちの黄昏商店街／池永　陽／913.6イ運を引き寄せるわかりやすい家相と間取り／松本　象湧／148.5ウ

ふたたび蟬の声／内村　光良／913.6ウ

ネット検索が怖い／神田　知宏／007.3カ

子どもも大人も絵本で育つ／湯澤　美紀／019.5ユ

信州・善光寺殺人事件／梓　林太郎／913.6ア

方丈の孤月／梓澤　要／913.6ア

伊勢神宮と斎宮／西宮　秀紀／210.3ニ

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🎵

５/１６
５/１７

５/１０

５/２４

６/ ６

６/２０

５/２３

５/ ９

６/１３

６/２７

６/ ７

６/２１

６/１４

６/２８



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）

日 月 火 水 木 金 土
5/26 27 28 29 30 31 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 7/1 2 3 4 5 6

＊■は、休館日です。 ※開館時間・・・午前１０：００～午後６：００

驚きの家庭菜園マル秘技58／『やさい畑』菜園クラブ／626.9オ おひめさまキティ／のぶみ／KE

きょうりゅうのおおきさってどれくらい?／大島　英太郎／ＫＥ

書名・著者名・分類番号【一般】 書名・著者名・分類番号【児童】

不調を感じたら…からだが喜ぶ料理のきほん／梅崎　和子／498.5ウ

「感情の老化」を防ぐ本／和田　秀樹／493.7ワ

親が喜ぶ作りおきごはん／今泉　久美／498.5オ

心理学でわかる女子の人間関係・感情辞典／石原　加受子／143.5シ ぴのらぼおいしい虫さんたち／カルロ・ピノ／Ｋ486カ

鹿の王 水底の橋／上橋　菜穂子／K913ウ

美智子さま その勁き声／工藤　美代子／288.4シ ハンパないって!!かんたん!めちゃウケマジック／土門　トキオ／Ｋ779ト

小説イナズマイレブン　1～オリオンの刻印／日野　晃博／Ｋ913エ

『ももたろうからのてがみ』 絵本

はらが いずみ／子どもの未来社

桃太郎は、たがいに助けあい、支えあい、

違いを認めあうお話しの主人公だよ―。

「日本のアンデルセン」とよばれた久留島

武彦の呼びかけで作られた、大分県玖珠

町に建つ桃太郎像をめぐる物語です。

『ぼく、うそつかない！』 絵本

よこやま みちよ／集文社

パパは「遊園地に行く」って言ったのに、

山に行くことになった。ママに「プレゼントは

ゲームがいい」って頼んだのに、ほかのもの

だった。

大人のうそにふりまわされたぼくは、「ぜっ

たいにうそはつかないぞ」と決心するが・・・。

『認知症の人がパッと笑顔に
なる言葉かけ』
一般書 右馬埜 節子／講談社

ポイントは「役割感」「特別感」「肯定感」

の３つだけ！

認知症の人が笑顔になり、介護も楽に

なる言葉かけのノウハウを、事例を上げ

ながらマンガやイラストを交えてわかり

やすく紹介します。

『さいごの散歩道』
一般書 長嶺 超輝／雷鳥社

終点の駅。ハルはホームへ車いすを押し

出し、改札階へ降りる。ふたりにとって、

さいごの散歩道の始まりだった―。

「要介護」の母を世話する息子ハルは生活

に困窮し・・・。

もしも大切な人が『要介護』になったとき、

あなたはどうしますか？

図書館の絵本コーナーで、ボランティアの方が、

毎月第３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。

６月の予定は６月 ２１日（金）の１０時からです。

７月の予定は７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♪



２０１９年６月～７月まで

曜日 曜日

人生に、上下も勝ち負けもありません／野村　総一郎／124.2ロ

ていん島の記／仁木　英之／913.6ニ

「こんなママでごめんね」から卒業する本／福田　とも花／146.8フ

白魔の塔／三津田　信三／913.6ミ

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】

読みたい絵本／momo編集部／019.5ヨ

骨董屋・眼球堂／小林　栗奈／913.6コ二度読んだ本を三度読む／柳　広司／019ヤ

夜が暗いとはかぎらない／寺地　はるな／913.6テ

“今”からできる!日常防災／永田　宏和／369.3イ

焼跡の二十面相／辻　真先／913.6ツ

疲れない大百科／工藤　孝文／498.3ク

去にし時よりの訪人(とぶらいびと)／蓮生　あまね／913.6ハ

おからパウダーでスッキリ腸活レシピ／麻生　怜菜／498.5ア

指名手配作家／藤崎　翔／913.6フ

「平成の天皇」論／伊藤　智永／288.4テ

文学　2019／日本文藝家協会／913.6フ

美智子さまのお帽子／週刊朝日編集部／288.4コ

儲けない勇気／澤上　龍／913.6サ

自治会・町内会お悩み解決実践ブック／水津　陽子／318.8ス

気象予報士のテラさんと、ぶち猫のテル／志賀内　泰弘／913.6シ

もう二度と食べることのない果実の味を／雛倉　さりえ／913.6ヒ

養蜂大全／松本　文男／647マ

思わず考えちゃう／ヨシタケ　シンスケ／914.6ヨ

すぐ書ける!「稼ぐPOP」のつくり方／森本　純子／674.5モ

居残り方治、憂き世笛／鵜狩　三善／B913.6ウ

ダウン症の書家 金澤翔子の一人暮らし／金澤　泰子／728.2カ

武士の賦／佐伯　泰英／B913.6サ

Dr.ヤンデルの病院選び／市原　真／498.1イ 第四の暴力／深水　黎一郎／913.6フ

5分トレーニングで翌朝小顔／森　拓郎／595モ

最強!肉レシピ／たけだバーベキュー／596.3タ

宵の凶星(まがぼし)／小杉　健治／Ｂ913.6コ

キッチンがたった1日で劇的に片づく本／阪下　千恵／597.5サ

かたつむりがやってくる／森沢　明夫／Ｂ913.6モ

ドクターKの絵本よみきかせでバイリンガル／藤澤　慶已／830.7フ 返討ち／藤井　邦夫／B913.6フ

宮中歌会始全歌集／宮内庁／911.1キ

一膳めし屋丸九／中島　久枝／B913.6ナ

月／日 駐車地 予定時間 月／日 駐車地 予定時間

第１
木曜
日

第３
木曜
日

永岩消防車庫前   ９：５５～１０：１０
第１
金曜
日

第３
金曜
日

戸原分譲住宅 １０：００～１０：３０

津民保育所 １０：２０～１０：４０ 三尾母公民館付近 １０：４０～１１：２０

耶馬溪運輸車庫前 １１：２５～１１：４０ 山移診療所前 １４：００～１４：２５

栃木自治公民館前 １１：４５～１１：５０ もみじの湯 １４：３５～１４：５５

津民診療所前 １０：４５～１０：５５ 三慧保育園 １１：２５～１１：４５

上ノ川内 １１：０５～１１：１５ 山移公民館 １３：１５～１３：４５

１４：１５～１４：３０ 鎌野集落交差点 １０：１５～１０：３０

城井小学校 １５：００～１６：２０ 百谷生活改善センター １０：４０～１０：５０

津民小学校 １３：００～１３：３０ 鹿鳴館駐車場 １５：０５～１５：５０

戸原市営住宅前 １３：４０～１４：００

第２
金曜
日

第４
金曜
日

ドライブレストアイビー前 　９：５０～１０：００

もみじ園

樋山路バス停 １１：３５～１１：４５ 家籠 １４：３０～１４：５５

下郷小学校

第２
木曜
日

第４
木曜
日

下郷保育所   ９：５０～１０：２０ 上百谷公民館 １０：５５～１１：００

やすらぎ荘 １０：２５～１０：５０ 藤木自治公民館 １１：１０～１１：３０

黒法師営農指導研究所

寺小野 １５：０５～１５：１５

１１：００～１１：１５ 耶馬溪中学校 １２：４０～１３：１０

両畑バス停前 １１：２５～１１：３０ 鹿鳴館駐車場 １３：４０～１４：１０

伊福 １６：１５～１６：２５

一ツ戸バス停付近 １４：４０～１４：５５

鎌城

１３：００～１３：３０

１５：１５～１５：２５

金吉生活改善センター １５：４５～１５：５０

宮園住宅付近 １３：４０～１３：５０ 小柿山（光円寺） １５：３５～１５：５５

雲神社付近 １３：５５～１４：２０ 折戸温泉前 １６：１０～１６：２０

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🎵

６/ ６

６/１３

６/２７

６/ ７

６/２１

６/１４

６/２８

６/２０

７/ ４

７/１８

７/１１

７/２５

７/ ５

７/１９

７/１２

７/２６



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）

日 月 火 水 木 金 土
6/30 7/1 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 8/1 2 3

＊■は、休館日です。

※開館時間・・・午前１０：００～午後６：００

しょうがっこうがだいすき／うい／KE植物の病気と害虫防ぎ方・なおし方／草間　祐輔／623ク

書名・著者名・分類番号【一般】 書名・著者名・分類番号【児童】

高齢者のためのおやつレクリエーション／鈴木　恵／369.2コ

あぶら身をごっそり落とすきくち体操／菊池　和子／595ア

内臓脂肪がストン!と落ちる食事術／江部　康二／498.5エ

ゆるゆる恐竜図鑑／かげ／K457カ

引ける!わかる!高齢者の急変時対応／遠矢　純一郎／493.1ト へんてこりんな人間図鑑／岩谷　圭介／K491イ

THE侍ビジュアル超百科／田代　脩／K281サさあ、バリアフリー温泉旅行に出かけよう!／山崎　まゆみ／291.0ヤ

てあらいぴっかぴか／いとう　みき／KC

元JAXA研究員も驚いた!ヤバい「宇宙図鑑」／谷岡　憲隆／K538タ

『あなたはちっともわるくない』
絵本 安藤 由紀／復刊ドットコム

ぼくが悪い子だからお母さんにぶたれる

んだ。そう思っていたちびくま。でも「それは

違うよ」と教えてもらい・・・。

虐待を知り、虐待をのりこえる絵本。巻末

に虐待についての解説と、児童虐待防止

法の概要を収録しています。

『マンガで克服！体育の苦手種目』
児童書 多田 ゆかり／小学館

短距離走、水泳（クロール）、ドッジボール、

鉄棒（逆上がり）・・・。

体育が苦手な子どもたちに上達法を教えて

くれる、謎の天才科学者と子どもたちのマン

ガを通して、それぞれの種目ごとのコツと

練習法を伝えます。

『毎日が楽しくなる子育てハック』
一般書 アーシャ・ドーンフェスト／フォレス

ト出版

こんなやり方があったなんて！ 妊娠・

産後から、おねんね、お食事、健康・安全、

おでかけまで。 出産予定のママ、子育て

奮闘中のパパやママが波乱万丈の日々を

笑って乗り切るための、ユニークな解決策

&アイデアを満載しています。

『やさしすぎるあなたがくたびれない
ための介護ハンドブック』
一般書 東田 勉／大和書房

突然やってくる身内の介護。働きながら

介護を続けるには？

自己申告、事前準備、ケアマネジャーの

選び方、施設選びのためのマネープラン・・・。

知らないと損をする知識と手続きを、図表を

交えて具体的に紹介します。

図書館の絵本コーナーで、ボランティアの方が、

毎月第３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。

７月の予定は７月 １９日（金）の１０時からです。

８月の予定は８月 ９日（金）の１０時からです。
（※8月第3週はお盆時期のため、、第2週に変更します。）

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♪



２０１９年7月～8月まで

曜日 曜日

１１：２５～１１：４５

上ノ川内 １１：０５～１１：１５

月／日 駐車地 予定時間 月／日 駐車地 予定時間

１０：００～１０：３０

津民保育所 １０：２０～１０：４０ 三尾母公民館付近 １０：４０～１１：２０

第１
木曜
日

第３
木曜
日

永岩消防車庫前   ９：５５～１０：１０
第１
金曜
日

第３
金曜
日

戸原分譲住宅

耶馬溪運輸車庫前 １１：２５～１１：４０ 山移診療所前

栃木自治公民館前 １１：４５～１１：５０ もみじの湯

津民診療所前 １０：４５～１０：５５ 三慧保育園

百谷生活改善センター

津民小学校

伊福 １６：１５～１６：２５

一ツ戸バス停付近 １４：４０～１４：５５

鎌城

金吉生活改善センター １５：４５～１５：５０

第２
木曜
日

第４
木曜
日

下郷保育所   ９：５０～１０：２０ 上百谷公民館 １０：５５～１１：００

やすらぎ荘 １０：２５～１０：５０ 藤木自治公民館 １１：１０～１１：３０

黒法師営農指導研究所

寺小野 １５：０５～１５：１５

１１：００～１１：１５ 耶馬溪中学校 １２：４０～１３：１０

両畑バス停前

宮園住宅付近 １３：４０～１３：５０ 小柿山（光円寺）

雲神社付近 １３：５５～１４：２０ 折戸温泉前

第２
金曜
日

第４
金曜
日

ドライブレストアイビー前

もみじ園

樋山路バス停 １１：３５～１１：４５ 家籠

下郷小学校

１１：２５～１１：３０

城井小学校 １５：００～１６：２０

鹿鳴館駐車場 １５：０５～１５：５０

戸原市営住宅前 １３：４０～１４：００ 　９：５０～１０：００

１３：００～１３：３０

１５：１５～１５：２５

山移公民館 １３：１５～１３：４５

１４：１５～１４：３０ 鎌野集落交差点 １０：１５～１０：３０

１５：３５～１５：５５

１６：１０～１６：２０

１４：３０～１４：５５

鹿鳴館駐車場 １３：４０～１４：１０

１４：００～１４：２５

１４：３５～１４：５５

１０：４０～１０：５０

１３：００～１３：３０

７/ ４

７/１８

７/１１

７/２５

７/ ５

７/１９

７/１２

７/２６

８/ １

８/１５

８/ ８

８/２２

８/ ２

８/１６

８/２３

８/ ９

アニメ
●おしりたんてい １
●かいけつゾロリ ZZのひみつ
●ちいさなプリンセスソフィア どうぶつのおともだち
●プリキュアスーパースターズ！
●ちびまる子ちゃんセレクション 夏のエピソード １
●ちびまる子ちゃんセレクション 秋のエピソード １

アニメ以外
●祈りの幕が下りる時
●ざんねんないきもの事典
●空飛ぶタイヤ
●MEGザ・モンスター

図書館で無料で配布している「読書手帳」を利用してみませんか？ 読書手帳
は、読んだ本を記録できる手帳です。
さらに小幡記念図書館110周年を記念して、約2冊終了（110冊）した方に、便利
な図書館エコバックをプレゼントします。
読書手帳配布時（平成３０年１１月２８日）から令和２年３月３０日まで、図書館で
利用した本が対象になります。
黄色表紙の読書手帳は2冊終了で、カラー表紙の読書手帳は２冊＋２０冊で
エコバックをプレゼントします。詳しくは図書館職員にお尋ねください。



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）

日 月 火 水 木 金 土
7/28 29 30 31 8/1 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
9/1 2 3 4 5 6 7

＊■は、休館日です。

※開館時間・・・午前１０：００～午後６：００

オニのサラリーマン じごくの盆やすみ／富安　陽子／KEカビ・ホコリ・菌を撃退!家の「正しい」掃除ワザ／松本　忠男／597.9カ

書名・著者名・分類番号【一般】 書名・著者名・分類番号【児童】

ベジライス、ベジヌードルで!糖質オフ／牛尾　理恵／596.3ウ

体が硬い人でもできる簡単ヨガ&整体／水野　健二／498.3カ

「夫婦神話」を捨てたら幸せになっちゃいました／心屋　仁之助／152.4コ

10歳までに身につけたい大切なルールとマナー／坂東　眞理子／K385シ認知症を予防して百歳時代を生きる／西野　仁雄／493.7ニ

海の生きものつかまえたらどうする?／杉本　幹／K481ス

まんが世界の歴史人物事典／津野田　興一／K209マ

シニアのための防災手帖／三平　洵／369.3シ 12才までに身につけたい勉強のしかた／花まる学習会／K375シ

まんがくらべるワールド!危険生物／春風邪三太 by TAK.BR／K480マ

『わたしが障害者じゃなくなる日』
児童書 海老原 宏美／旬報社

わたしが病気であることと、「障害がある」

ことは、別のこと。わたしの生きづらさをつく

りだしているのは、この世の中、この社会－。

難病をかかえる著者が、これまでの経験

とともに、障害のみかたが変わるメッセージ

を送ります。

『プラスチック惑星・地球』
児童書 藤原 幸一／ポプラ社

もはや地球は、「水の惑星」ではなく「プラ

スチック惑星」になりつつある。

サルの親子の視点から、豊富な写真で

プラスチックごみがあふれる地球の本当の

姿に迫ります。

『オリンピックの輝き』
一般書 佐藤 次郎／東京書籍

フジヤマのトビウオ、裸足のマラソン、

抗議の拳・・・。

1912年のストックホルムで活躍した選手

から、2020年東京大会注目の選手まで、

さまざまな人生が紡いだ物語。『東京新聞』

『中日新聞』サンデー版連載を加筆し書籍

化しました。

『マンガでわかる「すぐやる人」と
「やれない人」の習慣』 一般書

塚本 亮／明日香出版社

めんどくさい、難しそう、時間がない・・・

後回しや中途半端を卒業！

マンガを通して、どうすれば「すぐやる人」に

なれるのかを、「すぐやれない人」の思考

習慣・行動習慣と対比させながら伝えます。

図書館の絵本コーナーで、ボランティアの方が、

毎月第３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。

８月の予定は８月 ９日（金）の１０時からです。
（※8月第3週はお盆時期のため、、第2週に変更します。）

９月の予定は９月 ２０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♪



２０１９年８月～９月まで

曜日 曜日

宮園住宅付近 １３：４０～１３：５０ 小柿山（光円寺） １５：３５～１５：５５

雲神社付近

伊福 １６：１５～１６：２５

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

第２
木曜
日

第４
木曜
日

下郷保育所   ９：５０～１０：２０ 上百谷公民館 １０：５５～１１：００

やすらぎ荘 １０：２５～１０：５０ 藤木自治公民館 １１：１０～１１：３０

黒法師営農指導研究所

寺小野 １５：０５～１５：１５

１１：００～１１：１５

鹿鳴館駐車場 １３：４０～１４：１０

１３：００～１３：３０

津民小学校 １３：００～１３：３０ 鹿鳴館駐車場 １５：０５～１５：５０

戸原市営住宅前 １３：４０～１４：００

第２
金曜
日

第４
金曜
日

ドライブレストアイビー前 　９：５０～１０：００

もみじ園

樋山路バス停 １１：３５～１１：４５ 家籠

１３：５５～１４：２０ 折戸温泉前 １６：１０～１６：２０

１４：３０～１４：５５

下郷小学校

１１：２５～１１：３０

１４：１５～１４：３０ 鎌野集落交差点 １０：１５～１０：３０

城井小学校 １５：００～１６：２０ 百谷生活改善センター １０：４０～１０：５０

耶馬溪中学校 １２：４０～１３：１０

両畑バス停前

１１：４５～１１：５０ もみじの湯 １４：３５～１４：５５

津民診療所前 １０：４５～１０：５５ 三慧保育園 １１：２５～１１：４５

上ノ川内 １１：０５～１１：１５ 山移公民館 １３：１５～１３：４５

予定時間

第１
木曜
日

第３
木曜
日

永岩消防車庫前   ９：５５～１０：１０
第１
金曜
日

第３
金曜
日

戸原分譲住宅 １０：００～１０：３０

津民保育所 １０：２０～１０：４０ 三尾母公民館付近 １０：４０～１１：２０

耶馬溪運輸車庫前 １１：２５～１１：４０ 山移診療所前 １４：００～１４：２５

栃木自治公民館前

月／日 駐車地 予定時間 月／日 駐車地

８/ １

９/１９

８/ ８

８/２２

８/ ２

８/１６

８/２３

８/ ９

９/ ５

８/１５

９/１２

９/２６

９/ ６

９/２０

９/１３

９/２７

７月１１日（木）と７月１２日（金）の９：３０～１５：００まで、耶馬溪中学校の２年生
１名が耶馬溪図書館へ職場体験に来て、様々な活動をました。
今回の経験が、いつかどこかで役に立ってくれると嬉しく思います。

本の貸出をしました。少しずつ
スムーズに対応できていました。

排架（本を棚に戻す）作業を
しました。

感想を書いてもらいました。
一生懸命がんばりました (^_^)

ページが取れたり、破れた本の
修理をしました。



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）

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

＊■は、休館日です。

※開館時間・・・午前１０：００～午後６：００

医者が考えた50歳からの若返る食べ方／藤田　紘一郎／498.5フ

あやしい植物図鑑／菅原　久夫／K470ア

ちびまる子ちゃんの時間の使いかた／さくら　ももこ／K159チ

14歳からの政治入門／池上　彰／K310イ

野菜づくりの困った!解決ハンドブック／野菜だより編集部／626.9ﾔ ちびまる子ちゃんの話しかたと発表／さくら　ももこ／K809チ

くらべてわかる!ほんとのおおきさ動物図鑑／イザベラ・グロット／K480ク

書名・著者名・分類番号【一般】 書名・著者名・分類番号【児童】

死ぬまで歩ける!7秒筋肉体操／久野　譜也／493.1ク

100歳まで自分の歯でおいしく食べよう!／渡邉　晴美／497.9ワ

源泉徴収税額表とその見方　令和元年版／岡本　勝秀／345.3ケ

気をつけろ!!!危険生物・外来生物図鑑／今泉　忠明／K480キ

マンガでわかる認知症の人の心の中が見える本／川畑　智／493.7カ

『プラスチック・プラネット』 児童書

ジョージア・アムソン=ブラッドショー／評論社

わたしたちが日常生活をおくるうえで、

なくてはならないプラスチック。しかし今、

その特性である「分解しない」ということが、

さまざまな問題を引きおこしている。

プラスチックのことを知り、問題解決の

ためになにができるのか、一緒に考えま

しょう。

『ママのおなかの中のボク』 絵本

いわさき さち／文芸社

ママのおなかの中で芽生えた、小さな

いのち。ママから栄養をもらって成長し、

そして トンネルを抜け出して・・・。

胎内記憶を描いた、いのちをいつくしむ

気持ちを育む絵本です。

『ゴミ清掃員の日常』
一般書 滝沢 秀一／講談社

読むと分別したくなる―。ゴミ清掃芸人

のおもしろくて、ためになるゴミの知識と、

何気ない日々の小さな幸せを、その妻

が描いたエッセイまんがです。

『コミックDAYS』掲載に書き下ろしの

漫画&コラムを加えています。

『65歳超入門』 一般書

川越 雄一／産業能率大学出版部

65歳になったら、仕事、年金、健康保険・

雇用保険はどう変わる？

小さな居酒屋を舞台にしたストーリーの

主人公である普通のオジサンとオバサンの

持つ不安や疑問に答える形で、社会保険

労務士の著者がわかりやすく解説します。

図書館の絵本コーナーで、ボランティアの方が、

毎月第３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 ２０日（金）の１０時からです。

１０月の予定は１０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♪



２０１９年９月～１０月まで

曜日 曜日月／日 駐車地 予定時間 月／日 駐車地 予定時間

第１
木曜
日

第３
木曜
日

永岩消防車庫前   ９：５５～１０：１０
第１
金曜
日

第３
金曜
日

戸原分譲住宅 １０：００～１０：３０

津民保育所 １０：２０～１０：４０ 三尾母公民館付近 １０：４０～１１：２０

耶馬溪運輸車庫前 １１：２５～１１：４０ 山移診療所前 １４：００～１４：２５

栃木自治公民館前 １１：４５～１１：５０ もみじの湯 １４：３５～１４：５５

津民診療所前 １０：４５～１０：５５ 三慧保育園 １１：２５～１１：４５

上ノ川内 １１：０５～１１：１５ 山移公民館 １３：１５～１３：４５

１４：３０～１４：５５

下郷小学校

１１：２５～１１：３０

１４：１５～１４：３０ 鎌野集落交差点 １０：１５～１０：３０

城井小学校 １５：００～１６：２０ 百谷生活改善センター １０：４０～１０：５０

耶馬溪中学校 １２：４０～１３：１０

両畑バス停前

津民小学校 １３：００～１３：３０ 鹿鳴館駐車場 １５：０５～１５：５０

戸原市営住宅前 １３：４０～１４：００

第２
金曜
日

第４
金曜
日

ドライブレストアイビー前 　９：５０～１０：００

もみじ園

樋山路バス停 １１：３５～１１：４５ 家籠

１３：５５～１４：２０ 折戸温泉前 １６：１０～１６：２０

第２
木曜
日

第４
木曜
日

下郷保育所   ９：５０～１０：２０ 上百谷公民館 １０：５５～１１：００

やすらぎ荘 １０：２５～１０：５０ 藤木自治公民館 １１：１０～１１：３０

黒法師営農指導研究所

寺小野 １５：０５～１５：１５

１１：００～１１：１５

鹿鳴館駐車場 １３：４０～１４：１０

１３：００～１３：３０

伊福 １６：１５～１６：２５

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

宮園住宅付近 １３：４０～１３：５０ 小柿山（光円寺） １５：３５～１５：５５

雲神社付近

１０/１７

１０/ ３

１０/１０

１０/２４

１０/ ４

１０/１８

１０/１１

１０/２５

９/ ５

９/１９

９/１２

９/２６

９/２０

９/ ６

９/１３

９/２７

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。

本の貸出、返却作業をしました。少しずつ利用者の方への対応が上手にできていました。

本の修理をしました。みなさん、図書館資料は大切にあつかって下さい。お願いします。



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）

日 月 火 水 木 金 土
９/２９ 30 10/1 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 １１/１ 2

＊■は、休館日です。

※開館時間・・・午前１０：００～午後６：００

書名・著者名・分類番号【一般】 書名・著者名・分類番号【児童】

もの忘れ・認知症が心配になったら読む本／広川　慶裕／493.7モ

日本人の9割がやっている残念なマナー／話題の達人倶楽部／385.9ニ

50歳から始める!老後のお金の不安がなくなる本／竹川　美奈子／591タ

「お手伝いしましょうか?」うれしかった、そのひとこと／高橋　うらら／K369タ

はたらく細胞人体のふしぎ図鑑／講談社／K491ハ

親が倒れたら、まず読む本／渋澤　和世／369.2シ

マンガでわかる!10才までに覚えたい漢字1026／高濱　正伸／K811マ

まんまるダイズみそづくり／ミノオカ　リョウスケ／KE

ぴのらぼ絶対に見つからないいきものさん／カルロ・ピノ／K481カ

北極と南極の「へぇ〜」くらべてわかる地球のこと／中山　由美／K402ナ

命を守る、救える!応急手当<イラスト図解>事典／横田　裕行／492.2イ

図解食べれば食べるほど若くなる法／菊池　真由子／498.5キ

『うちに帰りたくないときによむ本』
絵本 川崎 二三彦／少年写真新聞社

うちに帰りたくないぼくとあいつは、毎日

遅くまで公園で過ごした。ある日、あいつ

は体中にけがをしていた。すると、おせっ

かいなおばさんが話しかけてきて・・・。

児童虐待の早期発見や援助のしくみを

子ども向けにやさしく描いた絵本です。

『とつきとおか』 絵本

ミランダ・ポール／汐文社

もうすぐお姉ちゃんになる女の子。赤ちゃん

の誕生を心待ちにする１０か月間、お母さんの

おなかの中では何が起きているのでしょう

か？

女の子とその両親が新しい家族を迎える

までを描く、いのちの絵本です。

『死ぬんじゃねーぞ！！』
一般書 中川 翔子／文藝春秋

あなたの命はあなたのもの。誰にも奪う

ことはできない―。

中学のころにいじめがきっかけで不登

校になった中川翔子が、”死にたかった

夜”の先に見つけた気持ちを言葉と漫画

で綴ります。

『マンガでわかる無理をしない介護』
一般書 福辺 節子／誠文堂新光社

介護に関する基本的な事柄をマンガとともに

わかりやすく説明。介護保険の手続き・サービ

ス内容、費用、医療、介護方法について解説

し、何年か続く介護生活に必要な知識、そして

最期を迎えるまでの大まかな流れも紹介しま

す。

図書館の絵本コーナーで、ボランティアの方が、

毎月第３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１８日（金）の１０時からです。

１１月の予定は１１月 ８日（金）の１０時からです。
（11月は秋の読書週間にあわせて日程を変更しました。）

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♪



曜日 曜日

鹿鳴館駐車場 １３：４０～１４：１０

１３：００～１３：３０

１５：３５～１５：５５

雲神社付近 １３：５５～１４：２０ 折戸温泉前 １６：１０～１６：２０

伊福 １６：１５～１６：２５

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

第２
木曜
日

第４
木曜
日

下郷保育所   ９：５０～１０：２０ 上百谷公民館 １０：５５～１１：００

やすらぎ荘 １０：２５～１０：５０ 藤木自治公民館 １１：１０～１１：３０

黒法師営農指導研究所

寺小野 １５：０５～１５：１５

１１：００～１１：１５ 耶馬溪中学校 １２：４０～１３：１０

両畑バス停前

１５：０５～１５：５０

戸原市営住宅前 １３：４０～１４：００

第２
金曜
日

第４
金曜
日

ドライブレストアイビー前 　９：５０～１０：００

もみじ園

樋山路バス停 １１：３５～１１：４５ 家籠 １４：３０～１４：５５

下郷小学校

１１：２５～１１：３０

宮園住宅付近 １３：４０～１３：５０ 小柿山（光円寺）

１０：１５～１０：３０

城井小学校 １５：００～１６：２０ 百谷生活改善センター １０：４０～１０：５０

１１：２５～１１：４５

上ノ川内 １１：０５～１１：１５ 山移公民館 １３：１５～１３：４５

１４：００～１４：２５

栃木自治公民館前 １１：４５～１１：５０ もみじの湯 １４：３５～１４：５５

１０：００～１０：３０

津民保育所 １０：２０～１０：４０ 三尾母公民館付近 １０：４０～１１：２０

第１
木曜
日

第３
木曜
日

永岩消防車庫前   ９：５５～１０：１０
第１
金曜
日

第３
金曜
日

戸原分譲住宅

耶馬溪運輸車庫前 １１：２５～１１：４０ 山移診療所前

津民診療所前 １０：４５～１０：５５ 三慧保育園

１４：１５～１４：３０ 鎌野集落交差点

津民小学校 １３：００～１３：３０ 鹿鳴館駐車場

２０１９年１０月～１１月まで

月／日 駐車地 予定時間 月／日 駐車地 予定時間

１１/２１

１１/ ７

１１/１４

１１/２８

１１/ １

１１/１５

１１/ ８

１１/２２

１０/ ３

１０/１７

１０/１０

１０/２４

１０/ ４

１０/１８

１０/１１

１０/２５

１０月２７日（日）～１１月９日（土）まで、秋の読書週間があります。

今年の標語は、「おかえり、栞の場所で待ってるよ」です。

秋の夜長に本を読んで、ホッと一息つきませんか？

耶馬溪図書館では以下のイベントをする予定です。

ぜひご来館下さい。お待ちしています (^_^)

★秋のお楽しみお話し会★
日時：１１月８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
※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。

★司書がオススメする本★
秋の夜長に読書はいかが？

司書がオススメする本を特集して

展示しています。ぜひ読んで

みてください。

★秋のスタンプラリー IN 耶馬溪
図書館★
図書館資料をなにか１点でもかりた
らスタンプを押します（１日１回）。
スタンプを３つ集めたらクリアファイル
をさしあげます。数量限定で無くなり
次第終了いたします。



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）

日 月 火 水 木 金 土
１0/27 28 29 30 31 １１/１ 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

書名・著者名・分類番号【一般】 書名・著者名・分類番号【児童】

免疫力を上げて得する人になるコツ33／石原　新菜／498.3メ

マネしたい!みんなのお掃除のコツ・ワザ・知恵／洋泉社編集部／597.9マ

シワ・たるみ・くすみが消える美顔呼吸／今井　一彰／498.3イ

ぽっとんころころどんぐり／いわさ　ゆうこ／KE

ALSOKが教えるおひとり女子が自分を守るための本／ALSOK／368.6ア

おばあちゃんの小さかったとき／おち　とよこ／K384オ

でんじろう先生の科学は爆発だ／米村　でんじろう／K402テ

東大No.1頭脳が教える頭を鍛える5つの習慣／水上　颯／159ミ

おじいちゃんの小さかったとき／塩野　米松／K384シ

おこりたくなったらやってみて!／オーレリー・シアン・ショウ・シーヌ／KE

宇宙の終わりってどうなるの?／佐藤　勝彦／K440ウ

おだやかに生きるための人生相談／美輪　明宏／159ミ

『おばあちゃん、ぼくにできる
ことある? 』 絵本

ジェシカ・シェパード／偕成社

介護施設へ引っこすことになったおばあ

ちゃんのことと、自分の気持ちを、主人公の

少年の言葉でつづったあたたかい絵本。

子どもたちにもわかる認知症についての

解説も収録しています。

『どんと来い!三途の川 』
紙芝居 折原 由美子／雲母書房

昔、仲の良い爺さまと婆さまが、どちらが

先にあの世に行っても、残された方は後添

えをもらわないと誓い合う。まもなく爺さまが

ポックリ逝って、婆さまは悲しんでいたのだ

けれども・・・・。

思わず笑いが起こる、高齢者向け紙芝居。

『プラスチックの現実と
未来へのアイデア』
一般書 高田 秀重／東京書籍

水に溶けない、腐食しないプラスチックが、

生態系に悲惨な影響をもたらしている。

環境汚染などプラスチックの”不都合な

現実”をつまびらかにし、スマートな環境型

社会を実現するためのアイデアを提案しま

す。

『スマホに振り回される子
スマホを使いこなす子』 一般書

五十嵐 悠紀／ ジアース教育新社

小中学生の子どもを持つ親に向けて、情報

社会の現状と問題点、子どもがスマホを持つ

うえで親子が気を付けるべき点など、最先端

の情報通信メディアを導入した生活や授業

などの実例を紹介しながら解説します。

図書館の絵本コーナーで、ボランティアの方が、

毎月第３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。

１1月の予定は１１月 ８日（金）の１０時からです。
（11月は秋の読書週間にあわせて日程を変更しました。）

１２月の予定は１２月２０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♪



曜日 曜日

ヒールをぬいでラーメンを／栗山　圭介／913.6ク

幸福になるための人生のトリセツ／黒川　伊保子／159ク

スナック墓場／嶋津　輝／913.6シ

オリンピックでよく見るよく聴く国旗と国歌／吹浦　忠正／288.9フ

写楽とお喜瀬／吉川　永青／913.6ヨ

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】

本を読めなくなった人のための読書論／若松　英輔／019ワ

明日の僕に風が吹く／乾　ルカ／913.6イ

あなたも読んでみませんか。話題の本250冊／塩澤　実信／019シ

二人のカリスマ　上・下／江上　剛／913.6エ

日々、腸生活／松生　恒夫／493.4ヒ

怪盗探偵山猫　[6]／神永　学／913.6カ

「食品の科学」が一冊でまるごとわかる／齋藤　勝裕／498.5サ

スカーレット　上・下／水橋　文美江／913.6ミ医者が考案した最強の朝ごはん／小林　弘幸／498.5コ

驚きの日本一が「ふるさと」にあった／山田　稔／291.0ヤ

ひまわり探偵局でお茶を　１，２／濱岡　稔／913.6ハ

「伝えたつもり」をなくす本／中山　マコト／361.4ナ

絶望スクール／石田　衣良／913.6イ

夫婦のミゾが埋まらない／渡辺　大地／367.3ワ

きみはだれかのどうでもいい人／伊藤　朱里／913.6イ

親に寄り添う、実家のちょうどいい片づけ／Emi／597.5エ

悪夢の絆／和田　はつ子／B913.6ワ

オーガニック植木屋の剪定術／ひきちガーデンサービス／627.7オ

獄門首／鳥羽　亮／B913.6ト接客の鬼100則／柴田　昌孝／673.3シ

育てて、紡ぐ。暮らしの根っこ／小川　糸／914.6オ海洋プラスチック汚染／中嶋　亮太／519.4ナ

京都祇園もも吉庵のあまから帖／志賀内　泰弘／B913.6シ

餃子、春巻きレシピ／堤　人美／596.2ツ

源氏天一坊／藤井　邦夫／B913.6フ

有元葉子 油揚げ、豆腐、こんにゃく／有元　葉子／596.3ア

花火がつお／槇　あおい／B913.6マ超ラジオ体操／谷本　道哉／781.4タ

とある宗教に母が3億円お布施しまして／HARU／916ハ

美人は上品な言葉遣いでできている／山口　謠司／810.4ヤ

吉沢久子すっきり生きる言葉／吉沢　久子／917ヨ

ヤットコスットコ女旅／室井　滋／914.6ム

人生は「2周目」からがおもしろい／齋藤　孝／159サ

月／日 駐車地 予定時間 月／日 駐車地 予定時間
２０１９年１1月～１２月まで

日本神話と和風の創作事典／榎本　秋／901.3エ

ナースゆつきの怪奇な日常／ゆつき／916ユ

歌舞伎キャラクター絵図／辻村　章宏／774ツ

よみがえる変態／星野　源／B914.6ホ

第１
木曜
日

第３
木曜
日

永岩消防車庫前   ９：５５～１０：１０ 第１
金曜
日

第３
金曜
日

戸原分譲住宅 １０：００～１０：３０
津民保育所 １０：２０～１０：４０ 三尾母公民館付近 １０：４０～１１：２０

耶馬溪運輸車庫前 １１：２５～１１：４０ 山移診療所前 １４：００～１４：２５
栃木自治公民館前 １１：４５～１１：５０ もみじの湯 １４：３５～１４：５５

津民診療所前 １０：４５～１０：５５ 三慧保育園 １１：２５～１１：４５
上ノ川内 １１：０５～１１：１５ 山移公民館 １３：１５～１３：４５

１４：１５～１４：３０ 鎌野集落交差点 １０：１５～１０：３０
城井小学校 １５：００～１６：２０ 百谷生活改善センター １０：４０～１０：５０

津民小学校 １３：００～１３：３０ 鹿鳴館駐車場 １５：０５～１５：５０
戸原市営住宅前 １３：４０～１４：００

第２
金曜
日

第４
金曜
日

ドライブレストアイビー前 　９：５０～１０：００
もみじ園

樋山路バス停 １１：３５～１１：４５ 家籠 １４：３０～１４：５５
下郷小学校

第２
木曜
日

第４
木曜
日

下郷保育所   ９：５０～１０：２０ 上百谷公民館 １０：５５～１１：００
やすらぎ荘 １０：２５～１０：５０ 藤木自治公民館 １１：１０～１１：３０

黒法師営農指導研究所

寺小野 １５：０５～１５：１５

１１：００～１１：１５ 耶馬溪中学校 １２：４０～１３：１０
両畑バス停前 １１：２５～１１：３０ 鹿鳴館駐車場 １３：４０～１４：１０

伊福 １６：１５～１６：２５

一ツ戸バス停付近 １４：４０～１４：５５
鎌城

１３：００～１３：３０

１５：１５～１５：２５
金吉生活改善センター １５：４５～１５：５０

宮園住宅付近 １３：４０～１３：５０ 小柿山（光円寺） １５：３５～１５：５５
雲神社付近 １３：５５～１４：２０ 折戸温泉前 １６：１０～１６：２０

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🎵

１１/２１

１１/ ７

１１/１４

１１/２８

１１/ １

１１/１５

１１/ ８

１１/２２

１２/ ５

１２/１９

１２/２６

１２/ ６

１２/２０

１２/２７



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）

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

＊■は、休館日です。

※開館時間・・・午前１０：００～午後６：００

はたらくくるまたちのクリスマス／シェリー・ダスキー・リンカー／KE

がんばるUMA事典／こざき　ゆう／K480コ

気象キャラクター図鑑／筆保　弘徳／K451キ

手抜きでもピカピカ!maiママ式時短そうじの最強レシピ／mai／597.9マ

書名・著者名・分類番号【一般】 書名・著者名・分類番号【児童】

四十肩・五十肩は自分で治せる!／酒井　慎太郎／493.6サ

まんがでわかる妻のトリセツ／黒川　伊保子／143.5ク

からあげパーフェクトブック　2020／日本唐揚協会／596.3カ

アナと雪の女王これは読んでおきたい10のおはなし／講談社／K933ア

６０代から頭がよくなる本／高島　徹治／498.3タ とべる!なわとび／藤子・F・不二雄／K781ト

感染症キャラクターえほん　1～5／おかだ　はるえ／KE

10年後、後悔しない体のつくり方／中野　ジェームズ修一／498.3ナ

『おもしろおべんきょモンスター』
絵本 のぶみ／永岡書店

お絵かき、ひらがな、時計の読み方、たし

算から、ひもの結び方やえんぴつの持ち方

まで、おべんきょモンスターが教えるよ！

おはなしを読みながら、小学校入学前に

覚えておきたいことを楽しく学べる絵本です。

『きらいきらい！』 絵本

武田 美穂／童心社

きらいなもの、なーに？ わたしは、にんじ

ん。ぼくは、おさかな。ぼくは、おにく。でも、

でもね、大人になったらきっと・・・。

子どもたちにとって重大な「好ききらい」の

問題を、楽しくあたたかく描いた絵本です。

『マンガ介護する人・される人の
きもちがわかる本』
一般書 北川 なつ／朝日新聞出版

介護は葛藤の連続。でも、お互いのきもち

を知れば、何かが変わる！

特別養護老人ホームやグループホームで

の勤務経験が豊富なマンガ家・北川なつが

「リアルな介護現場」をマンガと文で紹介。

アドバイスやつぶやきも掲載しています。

『Q&Aでわかる子どもの
ネット依存とゲーム障害』
一般書 樋口 進／少年写真新聞社

子どもたちのネット依存が急激に増えて

いる。オンラインゲームやSNSに夢中に

なる子どもへの接し方、保護者と学校の

連携、重症の子どもの様子と受診させる

方法、そして病院での治療などをQ&A形式

で紹介します。

図書館の絵本コーナーで、ボランティアの方が、

毎月第３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。

１２月の予定は１２月２０日（金）の１０時からです。

１月の予定は １月１７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♪



曜日 曜日

令和誕生／読売新聞政治部／288.4シ

きみの正義は／水生　大海／913.6ミ副業のはじめ方がわかる本／成美堂出版編集部／366.2フ

ダイエットの神様／南　綾子／913.6ミマンガでわかる究極の痛み消し／臼居　優／492.7ウ

殺し屋、続けてます。／石持　浅海／913.6イ

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】

新聞の読み方／池上　彰／070.4イ

時を壊した彼女／古野　まほろ／913.6フなぜかうまくいく人のすごい無意識／梯谷　幸司／141.5ハ

ショパンゾンビ・コンテスタント／町屋　良平／913.6マ

4分間のマリーゴールド／キリエ／B913.6キほうじ茶のお菓子／本間　節子／596.6ホ

浮世の豆腐／中島　久枝／B913.6ナ「地域の人」になるための8つのゆるい方法／河井　孝仁／601.1カ

月／日 駐車地 予定時間 月／日 駐車地 予定時間
2019年12月～2020年1月まで

オリンピックの終わりの始まり／谷口　源太郎／780.6タ 三人寄れば無礼講／清水　ミチコ／914.6シ

第１
木曜
日

第３
木曜
日

永岩消防車庫前   ９：５５～１０：１０ 第１
金曜
日

第３
金曜
日

戸原分譲住宅 １０：００～１０：３０
津民保育所 １０：２０～１０：４０ 三尾母公民館付近 １０：４０～１１：２０

耶馬溪運輸車庫前 １１：２５～１１：４０ 山移診療所前 １４：００～１４：２５
栃木自治公民館前 １１：４５～１１：５０ もみじの湯 １４：３５～１４：５５

津民診療所前 １０：４５～１０：５５ 三慧保育園 １１：２５～１１：４５
上ノ川内 １１：０５～１１：１５ 山移公民館 １３：１５～１３：４５

１４：１５～１４：３０ 鎌野集落交差点 １０：１５～１０：３０
城井小学校 １５：００～１６：２０ 百谷生活改善センター １０：４０～１０：５０

津民小学校 １３：００～１３：３０ 鹿鳴館駐車場 １５：０５～１５：５０
戸原市営住宅前 １３：４０～１４：００

第２
金曜
日

第４
金曜
日

ドライブレストアイビー前 　９：５０～１０：００
もみじ園

１６：１０～１６：２０

樋山路バス停 １１：３５～１１：４５ 家籠 １４：３０～１４：５５

第２
木曜
日

第４
木曜
日

下郷保育所   ９：５０～１０：２０ 上百谷公民館 １０：５５～１１：００
やすらぎ荘 １０：２５～１０：５０ 藤木自治公民館 １１：１０～１１：３０

黒法師営農指導研究所

寺小野 １５：０５～１５：１５

１１：００～１１：１５ 耶馬溪中学校 １２：４０～１３：１０
両畑バス停前 １１：２５～１１：３０ 鹿鳴館駐車場 １３：４０～１４：１０

小柿山（光円寺） １５：３５～１５：５５
雲神社付近 １３：５５～１４：２０ 折戸温泉前

下郷小学校 １３：００～１３：３０

伊福 １６：１５～１６：２５

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

宮園住宅付近 １３：４０～１３：５０

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🎵

１２/ ５

１２/１９

１２/２６

１２/ ６

１２/２０

１２/２７
１/１６

１/ ９

１/２３

１/１７

１/１０

１/２４

アニメ アニメ以外
●DRAGON BALL超（スーパー）ブロリー ●スマホを落としただけなのに

●仮面ライダービルド ●コード・ブルー

●秒速５センチメートル ●ボヘミアン・ラプソディ

●おしりたんてい ２～４ ●人魚の眠る家

●アナと雪の女王 家族の思い出 ●万引き家族

除籍した絵本の無料配布を１２／２０（金）の１０時よりおこないます。１２／２０は

ボランティアの方が読み聞かせをおこないますので、お気軽にお越し下さい。

無料配布の絵本は１人３冊までで、無くなり次第終了いたします。



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）

日 月 火 水 木 金 土
12/29 30 31 1/1 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 2/1

＊■は、休館日です。

※開館時間・・・午前１０：００～午後６：００

書名・著者名・分類番号【一般】 書名・著者名・分類番号【児童】

国立がん研究センターの正しいがん検診／中山　富雄／494.5コ

おしりが上がる驚異のきくち体操／菊池　和子／498.3キ

「段取りが良い人」と「段取りが悪い人」の習慣／鈴木　真理子／336.2ス うらないパーフェクトBOOK／みさみさ／K148ミ

後悔しない「年賀状終活」のすすめ／澤岡　詩野／367.7サ

親子で遊べるのりもの知育ぶっく／小賀野　実／K536オ

見てびっくり肉食と草食の動物学／盛口　満／K481モ

見てわかる!おひとり様の老後／木谷　倫之／367.7キ

オールカラーマンガ作文が上手になる／中村　和弘／K816オ

ディズニープリンセスパーフェクトガイドブック／増井　彩乃／K778テ

教えて!!いのちの理由(わけ)／濱田　耕作／K461ハ

ゲーム依存からわが子を守る本／花田　照久／493.9ケ

『主婦をサラリーマンにたとえたら
想像以上にヤバくなった件』
一般書 河内 瞬／主婦の友社

サラリーマン時代のオレは正直、主婦を

ナメていました－。

元サラリーマンの著者が、主夫に転身して

わかった家事・育児の大変さをマンガを交え

て伝えます。人気ブログを書籍化。

図書館の絵本コーナーで、ボランティアの方が

毎月第３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っていましたが、

２０２０年 １月～4月まで読み聞かせをお休み

させていただきます。今後の予定は未定です。

申し訳ございませんが、ご了承ください。

『高齢ドライバーに運転を
やめさせる22の方法』
一般書 川畑 信也／小学館

ブレーキとアクセルの踏み間違い、逆走、

迷子、駐輪時のトラブル、人身事故・・・。

高齢ドライバーの事故が増えている。年間

200人の高齢ドライバーを免許返納させた

認知症専門医が、家族が運転をあきらめ

させる方法を伝授します。

『あかちゃんいまどのくらい？』
絵本 スムリッティ・プラサダム=ホルス

潮出版社

おなかのなかで、あかちゃんはどんなふう

に大きくなるの？

おにいちゃんやおねえちゃんになる子ども

が、あかちゃんが生まれるのを楽しみに

待てるよう、妊娠中のことを1カ月ごとに

わかりやすく説明します。

『シルバーが教えてくれた
命の大切さ』
絵本 マナハ／リーブル出版

香川県で生まれた少女マナハに、小さな

愛犬シルバーが教えてくれた大切なことが、

みんなを動かしはじめた・・・。

殺処分ゼロを目指して活動を続ける子ども

たちの実話です。学生愛護団体ワンニャン

ピーススマイルについても紹介しています。



曜日 曜日

世界一楽しい!万葉集キャラ図鑑／岡本　梨奈／911.1オ

地獄の楽しみ方／京極　夏彦／914.6キ

九州聖地巡礼ガイド／「旅ムック」編集部／175.9キ

別れの季節／諸田　玲子／913.6モ

世界の神話英雄事典／吉田　敦彦／R164.0セ 深淵の怪物／木江　恭／913.6キ

教養としての「国名の正体」／藤井　青銅／290.3フ 地面師たち／新庄　耕／913.6シ

医者が教える正しい病院のかかり方／山本　健人／498ヤ

愚者の檻／麻見　和史／B913.6ア

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】

新聞の読み方／池上　彰／070.4イ

三毛猫ホームズの裁きの日／赤川　次郎／913.6ア知識を操る超読書術／メンタリストDaiGo／019タ

木曽川哀しみの殺人連鎖／梓　林太郎／913.6ア

誰でもできる頭のよくなる習慣／三石　巌／491.3ミ

チンギス紀　6／北方　謙三／913.6キ

さび取りごはん／MENUS by DMM.com／498.5サ

十三階の血／吉川　英梨／913.6ヨ

全国ごほうびひとり旅温泉手帖／石井　宏子／291.0イ グランドシャトー／高殿　円／913.6タ

小泉進次郎と権力／清水　真人／312.1シ 蟻たちの矜持／建倉　圭介／913.6タ

夫婦喧嘩は買ったらダメ。勝ったらダメ。／野々村　友紀子／367.3ノ キッドの運命／中島　京子／913.6ナ

酔どれ副将軍徳川萬次郎／麻倉　一矢／B913.6ア

月／日 駐車地 予定時間 月／日 駐車地 予定時間
２０２０年1月～２月まで

あっさり塩煮と、こっくりしょうゆ煮／角田　真秀／596ス

親父の十手を輝かせ／小杉　健治／B913.6コ

赤ちゃんとママの熟睡スイッチ／小林　麻利子／599.4コ

開かない錠はありません!／本田　久作／B913.6ホ

志麻さんの気軽に作れる極上おやつ／志麻／596.6シ

中年女子、ひとりで移住してみました／鈴木　みき／611.9ス

黄金雛／今村　翔吾／B913.6イ

無肥料栽培を実現する本　続／岡本　よりたか／615オ

わるじい慈剣帖　1／風野　真知雄／B913.6カ

動画編集&DVD作成プロ技BESTセレクション／山本　浩司／746.7ヤ

残情十日の菊／坂岡　真／B913.6サ

もっと知りたい「怖い絵」展／中野　京子／723ナ おとぼけ兵庫と姫将軍　[2]／聖　龍人／B913.6ヒ

日本語をつかまえろ!　／飯間　浩明／810.4イ

84歳の母さんがぼくに教えてくれた大事なこと／辻　仁成／914.6ツ

あて字の素姓／田島　優／811.2ﾀ 気がつけば、終着駅／佐藤　愛子／914.6サ

第１
木曜
日

第３
木曜
日

永岩消防車庫前   ９：５５～１０：１０ 第１
金曜
日

第３
金曜
日

戸原分譲住宅 １０：００～１０：３０
津民保育所 １０：２０～１０：４０ 三尾母公民館付近 １０：４０～１１：２０

耶馬溪運輸車庫前 １１：２５～１１：４０ 山移診療所前 １４：００～１４：２５
栃木自治公民館前 １１：４５～１１：５０ もみじの湯 １４：３５～１４：５５

津民診療所前 １０：４５～１０：５５ 三慧保育園 １１：２５～１１：４５
上ノ川内 １１：０５～１１：１５ 山移公民館 １３：１５～１３：４５

１４：１５～１４：３０ 鎌野集落交差点 １０：１５～１０：３０
城井小学校 １５：００～１６：２０ 百谷生活改善センター １０：４０～１０：５０

津民小学校 １３：００～１３：３０ 鹿鳴館駐車場 １５：０５～１５：５０
戸原市営住宅前 １３：４０～１４：００

第２
金曜
日

第４
金曜
日

ドライブレストアイビー前 　９：５０～１０：００
もみじ園

１６：１０～１６：２０

樋山路バス停 １１：３５～１１：４５ 家籠 １４：３０～１４：５５

第２
木曜
日

第４
木曜
日

下郷保育所   ９：５０～１０：２０ 上百谷公民館 １０：５５～１１：００
やすらぎ荘 １０：２５～１０：５０ 藤木自治公民館 １１：１０～１１：３０

黒法師営農指導研究所

寺小野 １５：０５～１５：１５

１１：００～１１：１５ 耶馬溪中学校 １２：４０～１３：１０
両畑バス停前 １１：２５～１１：３０ 鹿鳴館駐車場 １３：４０～１４：１０

小柿山（光円寺） １５：３５～１５：５５
雲神社付近 １３：５５～１４：２０ 折戸温泉前

下郷小学校 １３：００～１３：３０

伊福 １６：１５～１６：２５

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

宮園住宅付近 １３：４０～１３：５０

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🎵

１/１６

１/ ９

１/２３

１/１７

１/１０

１/２４

２/ ６

２/２０

２/１３

２/２７

２/ ７

２/２１

２/１４

２/２８



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）

　

日 月 火 水 木 金 土

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

＊■は、休館日です。

※開館時間・・・午前１０：００～午後６：００

からだのふしぎ／にしもと　おさむ／Ｋ491二

書名・著者名・分類番号【一般】 書名・著者名・分類番号【児童】

桔梗の旗／谷津　矢車／913.6ヤ

しょうがくせいのおばけずかん／斎藤　洋／Ｋ913サ妖し／恩田　陸／Ｂ913.6ア

寅さんのことば／佐藤　利明／778.2サ

おもしろことばえほん／林　木林／ＫＥ

10にんのせんにん／佐々木　マキ／ＫＥ

かいけつゾロリスターたんじょう ／原　ゆたか／Ｋ913ハ

夫婦・パートナー関係もそれでいい。／細川　貂々／146.8ホ

黒武御神火御殿／宮部 　みゆき／913.6ミ

忠臣蔵の姫　　阿久利／佐々木　裕一／913.6サ

飛行機のサバイバル2／ゴムドリco.／Ｋ687ﾋ

『そうだいすぎて気がとおくなる
宇宙の図鑑』
児童書 渡部 潤一／西東社

ダイヤモンドでできた惑星！？ 地球は

いずれ太陽に食べられる！？ 人間も

ブラックホールになれる！？

日常の感覚では理解できない、壮大な

宇宙。その驚きに満ちた姿をイラストととも

に紹介します。

●１月～４月まで読み聞かせをお休みさせて

いただきます。今後の予定は未定です。ご了承

下さい。

●今月は節分・バレンタイン・ひな祭りに関する

本を特集しています。

その他にも、健康や年金に関する本を特集して

います。ぜひご覧ください。

『なんだろうなんだろう』
児童書 ヨシタケ シンスケ／光文社

「学校」ってなんだろう。「友だち」ってなん

だろう。「自分」ってなんだろう。体も心も

大人になったら、子どものぼくはどうなって

しまうんだろうか・・・。

ふとした時にうかぶ、「なんだろう」をヨシタ

ケシンスケが追及します。

『ひとりでも一生お金に困らない本』
一般書 日経ＢＰ社

ちょっとの工夫で賢く幸せに暮らすおひと

り様女子をサポート。

マネー＆ライフ、貯まる仕組みのつくり方、

住まい＆片付け、お金＆働き方、親と私の

リスク対策などを紹介します。

『大名倒産』
一般書 浅田 次郎／文藝春秋

泰平の世に積もりに積もった大借金に

嫌気がさした先代は、縁の薄い末息子に

腹を切らせて御家幕引きを謀る。そうとは

知らぬ若殿に次々と難題が降りかかり・・・・。

さて倒産となるか？ 幕引きができるか？



曜日 曜日

下郷小学校 １３：００～１３：３０

伊福 １６：１５～１６：２５

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

宮園住宅付近 １３：４０～１３：５０

第２
木曜
日

第４
木曜
日

下郷保育所   ９：５０～１０：２０ 上百谷公民館 １０：５５～１１：００
やすらぎ荘 １０：２５～１０：５０ 藤木自治公民館 １１：１０～１１：３０

黒法師営農指導研究所

寺小野 １５：０５～１５：１５

１１：００～１１：１５ 耶馬溪中学校 １２：４０～１３：１０
両畑バス停前 １１：２５～１１：３０ 鹿鳴館駐車場 １３：４０～１４：１０

小柿山（光円寺） １５：３５～１５：５５
雲神社付近 １３：５５～１４：２０ 折戸温泉前

山移公民館 １３：１５～１３：４５

１４：１５～１４：３０ 鎌野集落交差点 １０：１５～１０：３０
城井小学校 １５：００～１６：２０ 百谷生活改善センター １０：４０～１０：５０

津民小学校 １３：００～１３：３０ 鹿鳴館駐車場 １５：０５～１５：５０
戸原市営住宅前 １３：４０～１４：００

第２
金曜
日

第４
金曜
日

ドライブレストアイビー前 　９：５０～１０：００
もみじ園

１６：１０～１６：２０

樋山路バス停 １１：３５～１１：４５ 家籠 １４：３０～１４：５５

第１
木曜
日

第３
木曜
日

永岩消防車庫前   ９：５５～１０：１０ 第１
金曜
日

第３
金曜
日

戸原分譲住宅 １０：００～１０：３０
津民保育所 １０：２０～１０：４０ 三尾母公民館付近 １０：４０～１１：２０

耶馬溪運輸車庫前 １１：２５～１１：４０ 山移診療所前 １４：００～１４：２５
栃木自治公民館前 １１：４５～１１：５０ もみじの湯 １４：３５～１４：５５

津民診療所前 １０：４５～１０：５５ 三慧保育園 １１：２５～１１：４５
上ノ川内 １１：０５～１１：１５

月／日 駐車地 予定時間 月／日 駐車地 予定時間
２０２０年2月～3月まで

プラネットアース ／レイチェル・イグノ ト ／468イ

だから、何。／中野　翠／914.6ナ

ねぇ、これ捨ててみない？／ゆるり　まい／597.5ユ

気がつけば、終着駅／佐藤　愛子／914.6サ

たまちゃんの保存食／たくま　たまえ／ 596タ

安心イネつくり／ 山口　正篤／616.2ヤ

春とび娘／原　宏一／913.6ハ

花と暮らす／平井　かずみ／ 627.9ヒ

逢魔が刻／西澤　保彦／913.6二

ものは言いよう／ヨシタケ　シンスケ／726.5ヨ

生きてく工夫／南　伸坊／914.6ミはたらく浮世絵 ／ 橋爪　節也／721.9ア

毎朝ちがう風景があった／椎名　誠／915.6シ

女人高野室生寺 ／土門  拳／748ト

風に乗って、跳べ／川端　裕人／913.6カいちばんやさしいキャッシュレス決済の教本／川野　裕司／338カ

大人のカタチを語ろう／伊集院　静／914.6シ

僕は、死なない。／刃根　健／916ト

わからなくても、こころはある／山登　敬之／493.9ヤ

半沢直樹　1～３／池井戸　潤／Ｂ913.6イ

老人初心者の覚悟／阿川　佐和子／914.6ア

がんになって見つけたこと ／木村　恭子／494.5キ

水墨画入門／島尾   新／721.3シ

できない相談／森　絵都／913.6モ

甘夏とオリオン／増山　実／913.6マ

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】

老いのトリセツ／石川　恭三／159イ 清く貧しく美しく／石田　衣良／913.6イ

ッターズ飯田の運命の人の増やし方／ゲッターズ飯田／148.9ケ 居酒屋ぼったくり　おかわり！／秋川　滝美／913.6ア

10代のための生きるヒント／笹田　夕美子／159.7サ

国道食堂　1st season／小路　幸也／913.6シ

老～い、どん！／樋口　恵子／367.7ヒ

女童（めのわらわ）／赤松　利市／913.6アいつだって読むのは目の前の一冊なのだ／池澤　夏樹／019イ

暗約領域／大沢　在昌／913.6オ

日々の暮らしを楽にする／小林　正観 ／159コ

世界が僕らを嫌っても／片山　恭一／913.6カ

ブラック・マリア／鈴川　 紗似／913.6ス

50歳からの逆転キャリア戦略/前川　孝雄／159マ

梅と水仙 ／植松　三十里／913.6ウ

ありのままがあるところ ／福森　伸 ／369.2フ

72歳、妻を亡くして三年目／西田　輝夫／367.7二

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🎵

２/ ６

２/２０

２/１３

２/２７

２/ ７

２/２１

２/１４

２/２８

３/ ５

３/１９

３/１２

３/２６

３/ ６

３/１３

３/２７



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）

日 月 火 水 木 金 土

3/1 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 4/1 2 3 4

＊■は、休館日です。

※開館時間・・・午前１０：００～午後６：００

今さら聞けない農薬の話きほんのき／農文協／615.8イ

書名・著者名・分類番号【一般】 書名・著者名・分類番号【児童】

からだと病気のしくみ講義／仲野　徹／491.3ナ

なぜ、身近な関係ほどこじれやすいのか?／森田　汐生／361.4モ

自衛隊式片づけ術／畠山　大樹／597.5ハ 12歳までに覚えたいマナー&常識BOOK／佐藤　夕／K590シ

図解眠れなくなるほど面白い人体の不思議／荻野　剛志／491.3ス

まんが百人一首事典／渡部　泰明／K911マ

もう投げださない!続けるチカラ／深谷　圭助／K159モ

血管の老化を防ぎ元気にする食べ方／井上　正子／493.2ケ

もしものときにきみならどうする?防災　1／国崎　信江／Ｋ369モ

地球について知っておくべき100のこと／ジェローム・マーティン／Ｋ450チ

あかちゃんはどうやってつくられるの?／アンナ・フィスケ／K367フ

『遠距離介護で自滅しない選択』
一般書 太田 差惠子／日本経済新聞

出版社

「遠距離は親不幸」「いずれ同居しなくて

は」と、思い込んでいませんか？

自分の家庭・仕事を犠牲にすることなく、

親の幸せを損なうことなく、別居のまま介護

を続けていく考え方を紹介します。

『Q&Aでよくわかる知識ゼロ
からの農産加工入門』
一般書 尾崎 正利／家の光協会

これから農産加工を始める人に向けて、

加工所の立ち上げ、ジャム・ジュース・ドレッ

シング・漬物などの加工の勘どころ、販売の

工夫、継続的な加工所運営と地域が潤う

仕組みについてQ&A形式で解説します。

『5分で読む!名作&文豪ビジュアル
大事典』
児童書 学研プラス

「源氏物語」「坊ちゃん」「三国志」「赤毛の

アン」など古今東西の名作小説と、森鴎外、

芥川龍之介、トルストイといった文豪の人生

を、見開き２ページでイラストとともに解説

したビジュアル事典です。図解コラムも掲載

しています。

『ゆめのかなえかた』
絵本 たかい よしかず／大日本図書

夢があるって、すてきだよね。でも、夢が

見つかってないこともあるよねー。

夢がある子には、かなえる方法を、夢は

これからという子には見つける方法を、

ゲームなどを通して伝える絵本です。

図書館で無料配布している「読書手帳」は、読んだ本

を記録できる手帳です。

さらに、小幡記念図書館110周年を記念して、約2冊

終了（110冊）した方に、便利な図書館エコバックを

プレゼントします。

図書館手帳配布時（平成30年11月28日）から令和

2年3月30日まで、図書館で利用した本が対象になり

ます。詳しくは図書館職員にお尋ね下さい。





曜日 曜日

１３：００～１３：３０

伊福 １６：１５～１６：２５

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

宮園住宅付近 １３：４０～１３：５０
雲神社付近 １３：５５～１４：２０

第２
木曜
日

第４
木曜
日

下郷保育所   ９：５０～１０：２０ 上百谷公民館 １０：５５～１１：００
やすらぎ荘 １０：２５～１０：５０ 藤木自治公民館 １１：１０～１１：３０

黒法師営農指導研究所

寺小野 １５：０５～１５：１５

１１：００～１１：１５ 耶馬溪中学校 １２：４０～１３：１０
両畑バス停前

１３：１５～１３：４５

１４：１５～１４：３０ 鎌野集落交差点 １０：１５～１０：３０

１１：３５～１１：４５ 家籠 １４：３０～１４：５５

１４：００～１４：２５
１４：３５～１４：５５

１１：２５～１１：３０ 鹿鳴館駐車場 １３：４０～１４：１０

百谷生活改善センター １０：４０～１０：５０

津民小学校 １３：００～１３：３０ 鹿鳴館駐車場 １５：０５～１５：５０
戸原市営住宅前 １３：４０～１４：００

第２
金曜
日

第４
金曜
日

ドライブレストアイビー前 　９：５０～１０：００
もみじ園

１６：１０～１６：２０

樋山路バス停

折戸温泉前
小柿山（光円寺） １５：３５～１５：５５

下郷小学校

第１
木曜
日

第３
木曜
日

永岩消防車庫前   ９：５５～１０：１０ 第１
金曜
日

第３
金曜
日

戸原分譲住宅

耶馬溪運輸車庫前 １１：２５～１１：４０ 山移診療所前
栃木自治公民館前 １１：４５～１１：５０ もみじの湯

津民診療所前 １０：４５～１０：５５ 三慧保育園

城井小学校 １５：００～１６：２０

２０２０年３月まで

１１：２５～１１：４５
上ノ川内 １１：０５～１１：１５

月／日 駐車地 予定時間 月／日 駐車地 予定時間
１０：００～１０：３０

津民保育所 １０：２０～１０：４０ 三尾母公民館付近 １０：４０～１１：２０

山移公民館

３/ ５

３/１２

３/２６

３/ ６

３/１３

３/２７

３/１９

２０２０年度より新規購入する雑誌
●クロワッサン（隔週刊） ●からだにいいこと（月刊）
●日経WOMAN（月刊） ●NHKガッテン！（隔月刊） ●うかたま（季刊）

２０１９年度で購入終了する雑誌
●ソトコト（月刊） ●LEE（月刊） ●いいね（隔月刊）
●クックパッドプラス（隔月刊） ●tocotoco（季刊） ●ナチュリラ（季刊）

ＤＶＤ資料の貸出についての注意事項
図書館のＤＶＤ・ビデオは、貸出を行うための許諾を著作権者（販売元）に
受けた資料のため、ＤＶＤ・ビデオの価格は、著作権者に支払う補償金を
含んだ金額となっています。そのため、市販価格と比べて高額です。
（例：『アナと雪の女王』の場合、市販品で４，４００円（通常版／定価）が

図書館用ＤＶＤでは、１３，７５０円になります！）
ＤＶＤ・ビデオを紛失、破損された場合は、同一資料（著作権の許諾を受け
た資料）を弁償していただくことになります。

★ＤＶＤのお取り扱いには充分にご注意をお願いいたします。
★ご返却の際はＤＶＤ・ビデオが破損しますので返却ポストではなく
必ずカウンターにご返却をお願いいたします。


