
 

こどもの読書週間がはじまります！
４月２３日(日)から５月１２日(金)はこどもの読書週間です。
図書館ではさまざまなイベントを開催します。みなさまの参加をお待ちしております。

イベントの詳細は中ページをご覧ください。

除籍本の無料配布

期間）4/23(日)～５/１２(金)
４/23(日)初日のみ１０時から開始
※無くなり次第終了

制限）ひとり５冊まで

内容）図書館で保存期間が終了した雑誌や

本、絵本などを配布いたします。

新しく駐車場所が増えました！

上記の変更に伴い、

木曜日10：15～10：35

下万田団地はＢコースでの運行となります。

ご利用の際はお気をつけください。

みなさまのご利用をお待ちしております。

ポプラディアでやってみよう

未完成ぬりえ

用紙配布）4/２２(土)～5/12(金)

景品交換）４/２２(土)～５/２９(月)

イラストのたりない部分をポプラディアや図書館にある本
で調べて描きたそう！
完成したイラストに好きな色をぬってね！

完成したぬりえをカウ

ンターで見せてね！プ
レゼントがあります。

オススメの本を書いて、たくさんの花を咲かせよう！
書いてくれた人には“しおり”をプレゼント！

みんなで花を咲かせよう！

期間）4/22(土)～5/12(金)

場所）小幡記念図書館内

日 月 火 水 木 金 土

23 24 25 26 27 28 29

30 5/1 2 3 4 5 6

GW期間中の休館日について
祝日も開館して、ご利用をお待ちしております。

5/1(月) 休館日
月末図書整理日のため、中津市内全ての図書館

が休館します。返却の際は返却ポストをご利用く

ださい。火曜日は定期休館日です。

■は休館日です。

移動図書館車(ＢＭ)
運行表変更のお知らせ

新駐車場

にじいろｃｉｅｌ

木曜日　Ａコース

駐車時間

10：15～10：35

年齢に合わせたオススメの絵本が３冊、テーマ別に
入っています。どんな本が入っているのかお楽しみ
に♪

絵本の おたのしみ袋

期間）4/22(土)～5/12(金)
※なくなり次第終了です

対象）２歳から中学年向け

大分空港が“宇宙港”になる－。
2020年4月、大分県はアメリカの人工衛星打ち上げ企
業「ヴァージン・オービット」と大分空港“宇宙港(ス
ペースポート)”として活用することを目指すパート
ナーシップを発表しました。
宇宙に関するパネルや本を展示いたします。

おおいたそらはく in中津市立小幡記念図書館
～宇宙のすゝめ～

期間）3/22(水)～４/2４(月)

場所）小幡記念図書館内

春のおたのしみおはなし会

日時）4/24(月)11：00～

場所）小幡記念図書館 研修室

内容）ゆめくらぶさんによる絵本の
読み聞かせやわらべうたなど



順位 分類番号 予約数 冊数

しろがねの葉 913.6 23 3

成熟スイッチ 914.6 23 3

3 無人島のふたり 915.6 16 3

4 審議官　　隠蔽捜査9.5 913.6 15 5

地図と拳 913.6 12 3

月の立つ林で 913.6 12 3

２位　　 ３位 ４位　　 ５位 ５位

　　　「倫敦ノ山本五十六」

　　　「老後の資金がありません！」

　　　「おしりたんてい　１９」

　　　「漁港の肉子ちゃん」

　　　「映画すみっコぐらし　青い月夜のまほうのコ」

以上　5　点 ※4月下旬からの貸出予定となります。

エクセルの「わからない！」をぜんぶ解決する本 宝島社

人生は天国か、それとも地獄か 田原　総一朗

牧野富太郎の人生 メディアソフト

つみたてNISA＆iDeCoの始め方 酒井　富士子

自分と家族の認知症の介護と手続き 遠藤　英俊

温めなおしてもおいしいごはん 堤　人美

冷凍コンテナ幼児食 ろこ

はじめてのオーガニックな庭づくり 小島　理恵

オードリー・ヘプバーン永遠の言葉120 清藤　秀人

書く力 鷲巣　力

朝星夜星 朝井　まかて

黄色い家 川上　未映子

ゆうべの食卓 角田　光代

あなたはここにいなくとも 町田　そのこ

好きになってしまいました。 三浦　しをん

～今年はなぞなぞに挑戦！～

問１.大きくなればなるほど着物を脱ぐ食べ物は？ 先月の答え

・ウルトラマン(売るトラＭＡＮ）

問２.きみのまわりにあるものは？ ・踏み切り（電車が通る時に閉まる）

※今月の答えは来月号に掲載します。

1

778.2

816

289.1

913.6

338.8

913.6

913.6
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493.7

596

913.6

599.3

629.7

914.6

159.7

小川　哲

分類番号

青山　美智子

（2023年3月22日現在）

007.6

書名 著者名

5

（2023年3月22日現在）

書　　　　　　名 著　　者

今野　敏

千早　茜

林　真理子

山本　文緒

１位



◆今月のテーマ◆  「やってみよう！」の絵本

今月は、いろんなことを”やってみよう！”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―

「今日は頭の上に乗りたいな」

という子どものリクエストに、

「ま、やってみよう…」とこた

える馬。そして、子どもからは

どんどん要望が…。やる気にな

れば、なんでもできるの? 子ど

もと馬のかけあいが楽しい絵本。

にゃんこの美術館へようこそ! 

「最後の晩餐」「アルルの寝

室」「夜警」など、こねこたち

が13の名画の登場人物になり

きって、アートの世界を案内し

ます。

◆コメント◆

名画の登場人物になりきったにゃんこ達がとっても

キュートなアート絵本。かなりのなりきり感に思わずク

スッと笑ってしまいます。美しい名画を楽しみながら可

愛いにゃんこに癒されてください。

『にゃんこと名画のマリアージュ』
ジェン・ベイリー／文 化学同人

『おもちのおふろ』 学研教育出版

✿ 苅田澄子 さん

『びんぼうがみじゃ』『ゆうれいなっとう』など

✿ 平田昌広 さん

◆ 作品の一例◆

『おかんとおとん』『いすにすわってたべなさい。』

『はじめてのおつかい』
筒井 頼子／さく 福音館書店

『なんでもできる!?』
五味 太郎／作 偕成社

おもちのもーちゃんとちーちゃん

は、おふろ屋さんへ。醬油の足湯

はおすしたちがいっぱいで、きな

この砂ぶろもおだんごたちが転が

り回ってゆっくり入れません。の

んびりできるおふろはないのか

な? ゆかいで楽しいおふろ絵本。

赤ちゃんの牛乳を買ってきてほし

いとママに頼まれたみいちゃん。

赤ちゃんとママのため、一生懸命

な小さな女の子の心の動きを鮮や

かに描いています。はじめてのお

つかいのドキドキがつたわってく

る絵本。
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こどもの読書週間

本や雑誌など図書館で除籍となった
資料を配布します。
毎回人気の雑誌などもございます。
気になるものがないかのぞいてみま
せんか？

除籍本の無料配布

みんなで花を咲かせよう！

オススメの本を書いて、たくさんの花を咲かせよう！

書いてくれた人には“しおり”をプレゼント！

ポプラディアでやってみよう 未完成ぬりえ

イラストの足りない部分をポプラディアや
図書館にある本で調べて描き足そう！
完成したイラストに好きな色をぬってね。

完成したぬりえを

カウンターで見せてくれた

人にはプレゼントが

あります♫

絵本のお楽しみ袋

テーマごとにおすすめの絵本を３冊ずつ袋に入れています。
中に入っている本のタイトルがわからないようにしていますので、
どんな本が入っているのかお楽しみに！

「ゆめくらぶ」のみなさんによる
おはなし会です。
楽しいおはなし会への参加、
お待ちしております。

ご予約はこちらから→

春のおたのしみおはなし会

４月２３日から５月１２日はこどもの読書週間です。

こどもの読書週間のイベントとして様々な催し物を開催します。
気になるイベントがありましたら、参加をお待ちしています。



きょう

『おおいたそらはく in 中津市立小幡記念図書館～宇宙のすゝめ～』

期間：令和５年3月２２日（水）～令和５年４月２４日（月）
会場：中津市立小幡記念図書館

☆宇宙関連の本 ９０冊とパネル等を展示します。
☆期間中、クイズにお答えくださった方に抽選で
協賛いただいた製品を差し上げます。

主催：中津市教育委員会
協力：一般社団法人 おおいたスペースフューチャーセンター 株式会社 ｍｉｎｓｏｒａ
協賛：大正製薬株式会社、ハウス食品株式会社、「宇宙の店」byBCC

中
津
市
立
小
幡
記
念
図
書
館
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図書館司書のおすすめ！

こどもむけの本
‟こどもの読書週間”

『おばけ道、ただいま工事中!?』

草野 あきこ／作 岩崎書店 K913ク

ある日突然、ぼくの部屋に「おばけ道」があらわれた。あの世とこの世をつなぐ
道で、一週間限定らしい。猫のマロンが飛びこんでしまったから、さあ大変!

『とおいまちのこと』

植田 真／作 佼成出版社 KE

ぼくはこうちゃのかおりをふかくすいこむと、カンにかいてあるみなとのえをなが
めました-。2人の絵本作家が互いの物語に絵を描いた絵本。この絵本の世界とつな
がっている絵本「みなとまちから」も同時刊行。

『ぼくはたね』

甲斐 信枝／さく 福音館書店 K913カ

ぼくたちはとげとげだらけ。このとげとげでなにかにくっつくんだ。そして、どこ
かへいくんだよ-。何かにくっつくためのとげを持つおなもみや、浮き袋の役割を
するさやに包まれているくさねむなど、旅をする種たちのお話。

『二番目の悪者』

林 木林／作 小さい書房 KE

これが全て、作り話だと言い切れるだろうか-。金色のたてがみを持つ金のライオ
ンは王様になりたかった。だが、街外れに住む心のやさしい銀のライオンが、次
の王様候補だという噂を聞き、銀のライオンの悪い噂を広めて歩き…。

『おっとあぶない!』

サトウ マサノリ／作・絵 パイインターナショナル KE

昔々、まだわしらが海にいた頃のこと。わしらには手も足もなかったが、わしら
を食おうとするやつらから逃げているうちに…。数々のピンチを乗り越え、たく
ましく生き残ったカエルたちの物語。見返しに奥付あり。

『ぼくと石の兵士』

リサ・トンプソン／著 PHP研究所 K933

第一次世界大戦の戦死者を悼んで設置された石の兵士。オーエンにとって唯一
話を打ち明けられる心の拠りどころだったが、撤去されることになり…。人前
で話すことが苦手なオーエンが、石像を守るため、勇気を出して立ち向かう!

『なんとニャンコうんこ4こ!』

おおたに けんた／さく 文響社 KE

早口ことばネタでブレイク中の芸人・大谷健太による早口ことば絵本。読み聞
かせでお父さん、お母さんが読みまちがえると、子どもが喜ぶ。楽しい語感で、
子どもの音読も止まらない。
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図書館司書のおすすめ！

こどもむけの本

子どもたちにもっと本を！との願いから、「こどもの読書週間」
は１９５９年（昭和３４年）にはじまりました。
もともとは、５月５日の「こどもの日」を中心とした２週間（５
月１日～１４日）でしたが、
２０００年より、今の４月２３日（世界本の日・子ども読書の
日）～５月１２日になりました。
小さいときから本を読む楽しさを知っていることは、子どもが

大きくなるためにとても大切なことです。
「こどもの読書週間」のあいだ、図書館や本屋さん、学校などで
は、読み聞かせや人形劇などの楽しい行事がいっぱい行われます。
「こどもの読書週間」は、大人が本を子どもに手わたす週間でも
あるのです。

‟こどもの読書週間”

『ねこの3つのねがいごと』

カリスタ・ブリル／文 岩崎書店 KE

逃がしてやったへびから、「3つのねがいを、かなえてあげるよ!」と言われたね
こ。「ねがいごとなんて、あるわけないさ」と強がるねこでしたが、おなかがぐ
うっと鳴って…。心温まる絵本。

『少女探偵アガサ １～6』

サー・スティーヴ・スティーヴンソン／作 岩崎書店 K973ス

謎多きファラオの墓を掘り起こそうとしていた考古学者たち。しかし、墓の発見
に関する記述がある石版が盗まれてしまい…。記憶力バツグンな12歳の少女ア
ガサたちが活躍する探偵物語。

『ひとはなくもの』

みやの すみれ／作 こぐま社 KE

すみれは、よく泣きます。悲しいとき、痛いとき、こわいとき、くやしいときに
泣きます。すみれのお母さんは、泣く子は嫌いと言います。でも涙にはいろんな
理由があるんだから、泣き虫の私をまるごと好きになって!と訴えます。

『おかあちゃんにきんメダル！』

いどき えり／さく 国土社 K913イ

ぼくの家では、にんじんやたまねぎがよく転がってくる。それに、うちのカレー
は大きな野菜がゴロゴロ豪快に入っている。なんでかというと…。授業参観日を
きっかけに、母の右手の障害をめぐってゆれ動く少年の気持ちを描く。

『本おじさんのまちかど図書館』

ウマ・クリシュナズワミー／作 フレーベル館 K933ク

ひとりの女の子が社会を動かす! インドの街で小学校に通うヤズミンの楽しみは、
まちかど図書館で本を借りること。ところがこの図書館が続けられなくなり…。
読書の力、選挙など、これからの時代に大切なテーマを描いた物語。



　　日時：４月８日、２２日、２９日(毎週土曜日）

　　　　　　１４：００～

　　場所：視聴覚室　　　　　　　　

　　(内容)

　　８日（児童）…「映画すみっコぐらし」

青い月夜のまほうのコ」

　２２日（一般）…「老後の資金がありません」

　２９日（児童）…「おしりたんてい　２０」

※４月１５日は美術鑑賞講座のため、上映会はお休みです。

　☆日時：４月１９日（水）（毎月第3水曜日） 　☆日時：４月３日、１０日、１７日、２４日

・１部：１０：３０～　　・２部：１１：００～ 　　　　　　１１：００～１１：３０　

　☆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、絵本の読み聞かせや

　　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：４月１９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 5/1 2 3 4 5 6

　　☆日時：４月６日（木）　13：30～15：30 ＊開館時間　 ■…休館日です

　　☆内容：原文を読み、現代語訳とその時代の背景、 小幡記念図書館　…　９：００～１９：００

　　　　　　　 解説等の講義を受ける 分館（三光・本耶馬渓・耶馬溪・山国）

 　  　 …１０：００～１８：００

※祝日はお休みです

赤ちゃんおはなし会 予約制6組限定

あかちゃんタイム

予約制6組限定

図書館上映会

--　3　--

　おはなし会(毎週月曜日)

【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/


