
 

直木賞
芥川賞

『光のとこにいてね』
一穂 ミチ/著 文藝春秋

新年 あけまして

おめでとうございます

第168回 芥川賞・直木賞ノミネート作品決定！
受賞作品決定は令和5(2023)年1月19日(木)です。

今年も中津市立図書館をよろしくお願いいたします。

職員一同、みなさまのご利用をお待ちしております。

図書館には役立つ本が数多くあります。新しく何かをはじ
めようとしている方、資格や趣味の学習などを行う方、お
気軽に図書館を利用してみてください。

最新の情報は図書館のホームページをご覧ください。

『地図と拳』
小川 哲/著 集英社

『クロコダイル・
ティアーズ』

雫井 脩介/著 文藝春秋

『しろがねの葉』
千早 茜/著 新潮社

『汝、星のごとく』
凪良 ゆう/著 講談社

『ジャクソンひとり』
安堂 ホセ/著 河出書房新社

『この世の喜びよ』
井戸川 射子/著 講談社

『開墾地』
グレゴリー・ケズナジャット/著

『荒地の家族』
佐藤 厚志/著

『グレイスレス』
鈴木 涼美/著

未所蔵
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図書館ＨＰ

貸出中の場合はご予約を
おすすめしています。



順位 分類番号 予約数 冊数

1 夜に星を放つ 913.6 19 4

2 教誨　(きょうかい) 913.6 18 5

3 老害の人 913.6 17 7

4 栞と嘘の季節 913.6 16 3

5 無人島のふたり 915.6 16 2

6 老人ホテル 913.6 16 6

２位　　 ３位 ４位　　 ５位 ６位

　　　「護られなかった者たちへ」「とんび」

　　　「そして、バトンは渡された」

　　　「ミッキーマウス　①」

　　　「竜とそばかすの姫」

以上　5　点 ※1月下旬からの貸出予定となります。

パソコンで困ったときに開く本　2023 朝日新聞出版

76歳。今日も良日 中尾　ミエ

なるほど徳川家康 河合　敦

60歳からの年金の新常識 山内　真由美

医者に「運動しなさい」と言われたら。 オレンジページ

手取り10万円台でもお金がみるみる貯まる本　2022年版 晋遊舎

野菜を食べるならスープと汁ものにおまかせ！ 市瀬　悦子

部屋で楽しむテラリウム 佐々木　浩之

宮崎駿＆スタジオジブリ名曲70曲 ケイ・エム・ピー

自分の頭で考えよ 石原　慎太郎

見果てぬ王道 川越　宗一

嘘つきなふたり 武田　綾乃

すべてのことはメッセージ　小説ユーミン 山内　マリコ

最後のひと 松井　久子

東京あたふた族 益田　ミリ

～今年はなぞなぞに挑戦！～

先月の答え

・えにかいたもち(絵に描いた餅)

問２.大分県のある都市で名前だけは絶対に ・おもいたったがきちじつ(思い立ったが吉日)

負けない都市はどこ？ ※今月の答えは来月号に掲載します。

問１.いくらよんでも返事をしないものはなに？

内館　牧子

913.6

書名 著者名

（2022年12月15日現在）

書　　　　　　名 著　　者

米澤　穂信

窪　美澄

159.7

山本　文緒

分類番号

原田　ひ香

（2022年12月15日現在）

柚月　裕子

007.6

‐　1　‐

498.3

591

913.6

596.3

627.8

914.6

763.2

910.2

289.1

913.6

364.6

913.6

１位



◆今月のテーマ◆お仕事の絵本
今月は、たいへんだけどかっこいい！お仕事の絵本をご紹介します！

✣ 今月の『司書が選んだ一冊』✣ ✣ 今月の『絵本作家さん』✣

―2―

じゅういさんにはどんなことが

ひつようかな？

こわがるどうぶつをじっとまっ

てあげること、いざというとき

にいつでもかけつけること…

ほかにもたくさんあるよ！

作者は本物の獣医さんです。

ある日いっぴきのでんでんむし

は、せなかの殻の中にたくさん

の悲しみがつまっていることに

気がつき…

悲しみを超え他者への思いやり

が生まれることを願う名作です。

◆コメント◆

新美南吉の有名な絵本ではありますが、戦争・コロナ等

悲しい困難な出来事が続く今、読むと改めて心に深くし

み入るものがあります。お子さんへ読み聞かせると共に、

自身の心の糧としていただけたらと思います。

『でんでんむしのかなしみ』
新美 南吉／文 新樹社

『カッパもやっぱりキュウリでしょ？』 講談社

✿シゲタ サヤカ さん

『まないたにりょうりをあげないこと』

『わりばしワーリーもういいよ』など

✿ザ・キャビンカンパニーさん

◆ 作品の一例◆

『ゆびさしちゃん』『しんごうきピコリ』など

『給食室のいちにち』
大塚 菜生／文 少年写真新聞社

『わたしはじゅういさん』
ドナータ・クアリオッティ／さく 潮出版社

キュウリの自動販売機でキュウリ

を買った帰り道、キュウリ大好き

なカッパが出会ったのはでっかい

キュウリ!?かぜっぴきのキュウリ

を看病し元気になってから食べよ

うと目論むカッパですが…？

抱腹絶倒の鉄板絵本です。

安全でおいしい給食はこうしてで

きている！

栄養士の山川さんと調理員さんた

ち８人は、協力して450人分の給

食を作っていきます。

学校の栄養士の仕事を優しいイラ

ストとくわしい説明で学ぶ絵本。



　　日時：１月７日、１４日、２１日、２８日(毎週土曜日）

　　　　　　１４：００～

　　場所：視聴覚室　　　　　　　　※１６名限定。先着順

　　(内容)

　　７日（児童）…「チップとデール　リスの山小屋合戦」

　１４日（一般）…「路　台湾エクスプレス　１」

　２１日（一般）…「路　台湾エクスプレス　２」

　２８日（児童）…「トムとジェリー　６」

　☆日時：１月１８日（水）（毎月第3水曜日） 　☆日時：１月１６日、２３日、３０日（毎週月曜日）

・１部：１０：３０～　　・２部：１１：００～ 　　　　　　１１：００～１１：３０　　※祝日はお休みです。

　☆対象：０歳児 　☆対象：未就学児

　☆内容：赤ちゃん向け絵本の読み聞かせや、わらべ歌 　☆内容：就学前のこどもに、絵本や紙芝居の読み聞かせ、

　　あそびなど赤ちゃんのためのおはなし会です。 　　　　　手遊びなど、親子で楽しいひとときを！

☆日時：１月１８日(水)　10：00～12：00　　（毎月第3水曜日)

　「あかちゃんタイム」とは、小さなお子さん連れの方にも気兼ねなく図書館を利用していただくために、

　お子さんの声などが館内に響いても一般のみなさまにご理解頂けるよう図書館で設定する時間です。

　※保護者の方の代わりの抱っこは、まだ再開していません。

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 30 31 2/1 2 3 4

＊開館時間　 ■…休館日です

小幡記念図書館　…　９：００～１９：００

分館（三光・本耶馬渓・耶馬溪・山国）

 　  　 …１０：００～１８：００

　赤ちゃんおはなし会

あかちゃんタイム

図書館上映会
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　おはなし会

【代表】小幡記念図書館

〒871-0056 中津市1366番地1（片端町） ◇メールアドレス：tosyokan@city.nakatsu.lg.jp

℡：0979-22-0679/Fax：0979-24-3516 ◇ホームページ： https://libwebsv.city-nakatsu.jp/


