
 

不滅の福澤プロジェクト…1984(昭和59)年から40年にわたって“壱万円札”の肖像となった福澤諭吉先生の偉業を、

2024(令和6)年の肖像交代に向けて、中津にゆかりのある人や団体などとともに幅広いネットワークで後世に伝える取

り組みです。

不滅の福澤プロジェクト 図書館企画 第一弾！

募集要項
どなたでも応募できます。

所定の用紙にあなたの「壱万円の使いかた」を記入し、図書館のカ

ウンターへ提出。募集したみなさんの「壱万円の使いかた」を後日

掲示します。

実施期間
・募集期間・・・2022年6月2日（木）～6月29日（水）

・掲示期間・・・2022年7月1日（金）～8月31日（水）

・記念品抽選・・・2022年7月1日（金）

・連絡・引換期間・・・2022年8月末日まで

参加賞・記念品進呈（記念品は抽選になります）
・参加賞・・・不滅の福澤プロジェクト図書館記念しおり

・記念品・・・図書カード 1000円分 ： １０名

詳細は応募用紙をご覧ください。みなさまの参加をお待ちしております。

応募用紙

あなたの

「 」募集！

今後も様々なイベントを企画しています。お楽しみに！

６月後半の企画展示

「見て・撮って 楽しむ “写真” 」

『幻想花世界』

三谷 ユカリ/著 玄光社

『ホーム・フォトグラフィ』

藤咲 一咲/著 玄光社

『カメラとにっぽん』

日本カメラ博物館/編著

国書刊行会



順位 分類番号 予約数 冊数

1 マスカレード・ゲーム 913.6 46 6

2 同志少女よ、敵を撃て 913.6 24 5

3 奇跡 913.6 23 5

4 人は話し方が9割 361.4 15 3

5 黒牢城 913.6 14 5

6 李王家の縁談 913.6 10 3

２位　　 ３位 ４位　　 ５位 ５位

　　　「岩合光昭の世界ネコ歩き」

　　　「ふるさとに生きる⑧」「大コメ騒動」

　　　「ファン＆ファンシーフリー」

　　　「おしりたんてい　⑯」

　　　「あの夏のルカ」

以上　6　点 ※5月下旬からの貸出予定となります。

小幡篤次郎著作集　第1巻 小幡　篤次郎

後悔を活かす心理学 上市　秀雄

絶景温泉ひとり旅そろそろソロ秘湯 渡辺　裕美

子どもの才能を伸ばす5歳までの魔法の「おしごと」 丘山　亜未

認知症専門医が毎日食べている長寿サラダ 白澤　卓二

大人になったら、着たい服　2022春夏 主婦と生活社

石原洋子の梅干し梅酒梅料理 石原　洋子

本当に心地いい部屋 筆子

小さな庭をつくる 河野　義雄

ゼロから始める渓流釣り入門 コスミック出版

マイクロスパイ・アンサンブル 伊坂　幸太郎

団地のふたり 藤野　千夜

チョウセンアサガオの咲く夏 柚月　裕子

阿茶 村木　嵐

人は生きていく上で何が大切か 吉沢　久子

～並び替えて「ことわざ」にしよう！～

問１.　や　す　っ　い　み　ん　は　さ　き 先月の答え

ヒント：　少し先のことはは誰にも分からない ・やぶからぼう（藪から棒）

問２.　か　が　れ　の　っ　わ　ぱ　か　な ・えびでたいをつる（海老で鯛を釣る）

ヒント：　上手な人でも失敗する ※今月の答えは来月号に掲載します。

914.6

629.7

787.1

291.0
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379.9

913.6

逢坂　冬馬

‐　1　‐

498.5

589.2

913.6

596.3

597.5

081.6

141.5

米澤　穂信

分類番号

林　真理子

（2022年5月13日現在）

林　真理子

913.6

書名 著者名

（2022年5月13日現在）

書　　　　　　名 著　　者

永松　茂久

東野　圭吾

１位



◆今月のテーマ◆どうぶつの絵本

みんなはどの動物が好き？今月は「どうぶつ」の絵本をあつめました♪

✣ 今月の『司書が選んだ一冊』✣ ✣ 今月の『絵本作家さん』✣

―2―

夜、トムが描いた大きなトラの

絵が動き、「さんぽにいこう」

と、トムをさそいました。トラ

は、夜がこわいトムを背中にの

せて歩き出し…。子どもの心を

ファンタジックに美しいイラス

トで描く、おやすみ前の絵本。

チーズが大好きなすずちゃんの

家にきたチーズ。ママがいろん

な料理にしてくれて、それは大

活躍だったんだ。大事にラップ

に包まれて、冷蔵庫のなかで次

の出番を待っていたけど、なか

なか出番はこなくて…。

◆コメント◆

れいぞうこの中で、まさかこんなことがおきていたなん

てビックリ‼読み終わると、れいぞうこが気になっての

ぞいちゃうはず。おくのおく見てみて！〇〇ゾンビいな

かった⁉おいしく残さず食べきろう。食品ロス削減！

『れいぞうこのおくのおく』
うえだ しげこ／作・絵 教育画劇

『ようこそあたらしいともだち』好学社

★ リチャード･スキャリー さん
『スキャリーおじさんのミミズのローリーたのしいいちにち』

『うさぎのニコラス』など

★ 鈴木 まもる さん

◆ 作品の一例◆

『としょかんのきょうりゅう』『だっこ』など

『トラといっしょに』
ダイアン・ホフマイアー／文 徳間書店

『どうぶつたちのだいすきって?』
アン・ウィットフォード・ポール／ぶん 岩崎書店

ある日、うさぎがみつけた卵か

ら、初めて見るふしぎな生き物

がうまれた。体の毛としっぽと

泳ぎ方はビーバーに似ていて、

くちばしとみずかきはカモに

そっくり。この子はいったいだ

れ?

動物たちも、だいすきだよって言

うのかな? ゴリラのお母さんは胸

をたたいたり、クジラのお父さん

はハートのあぶくをだしたり…。

いろんな形の「だいすき」がたっ

ぷり詰まった、大切な人に「だい

すき」って伝えたくなる絵本。



　　日時：６月４日、１１日、２５日(毎週土曜日）

　　　　　　１４：００～

　　場所：視聴覚室　　　　　　　　※１６名限定。先着順

　　(内容)

　　４日（一般）…「ミナリ」

　１１日（児童）…「ふしぎ駄菓子屋銭天堂　３」

　２５日（一般）…「スパイの妻」

※６月１８日は美術鑑賞講座のため、上映会はお休みです。

　☆日時：６月１５日（水）（毎月第3水曜日） 　☆日時：６月６日、１３日、２０日、２７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 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 7/1 2

＊開館時間　

　　☆日時：６月２日（木）　13：30～15：30 小幡記念図書館　…　９：００～１９：００
　　☆内容：原文を読み、現代語訳とその時代の背景、 分館（三光・本耶馬渓・耶馬溪・山国）
　　　　　　　 解説等の講義を受ける  　  　 …１０：００～１８：００

図書館上映会

--　3　--

おはなし会赤ちゃんおはなし会

あかちゃんタイム

【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/


