
 

📕芥川賞・直木賞ノミネート作品📕 決定
直木賞 7月20日(水) 受賞作決定！

令和４年度 図書館講座

お子さんの夏休みの思い出に、親子で参加してみませんか？

もちろん大人の方も大歓迎です♪

日時
令和４年７月２９日（金）

１４：００～１５：００（開場１３：３０）

場所
小幡記念図書館 研修室

人数
１０組 （申し込み先着順） ※小学４年生以下は保護者同伴必須

基本１組１名。親子で参加の場合は１組２名まで。

申し込み方法
カウンターにある申込用紙に記入し、提出してください。
また、電話での受付もＯＫです。（0979-22-0679）

芥川賞

・ 『家庭用安心坑夫』 小砂川 チト/著 （群像6月号掲載）
・ 『ギフテッド』 鈴木 涼美/著 （文學界6月号掲載）
☆『おいしいごはんが
食べられますように』 高瀬 隼子/著 （群像1月号掲載）

・ 『Ｎ／Ａ（エヌエー）』 年森 瑛/著 （文學界5月号掲載）
・ 『あくてえ』 山下 紘加/著 （文藝夏季号掲載）

大切な本を
コーティング
しませんか？

掲載雑誌は所蔵していません。

☆…所蔵しています。

『スタッフロール』『女人入眼』『爆弾』『夜に星を放つ』『絞め殺しの樹』

芥川賞・直木賞ノミネート作品が6月17日に
発表されました。直木賞作品はすべて所蔵しています。



順位 分類番号 予約数 冊数

1 マスカレード・ゲーム 913.6 42 6

2 子宝船　　きたきた捕物帖2 913.6 23 6

3 同志少女よ、敵を撃て 913.6 22 5

4 マイクロスパイ・アンサンブル 913.6 16 3

5 奇跡 913.6 14 5

6 石礫　　機捜235 913.6 13 4

２位　　 ３位 ４位　　 ５位 ６位

　　　「スパイの妻」「福沢諭吉」

　　　「ミナリ」「HOKUSAI　北斎」

　　　「ふしぎ駄菓子屋銭天堂　③」

　　　「風の谷のナウシカ」

以上　6　点 ※7月下旬からの貸出予定となります。

SNS炎上なんてしないと思っている人が読むべき本 宮下　由多加

御朱印でめぐる全国のお寺 地球の歩き方編集室

一冊でわかる室町時代 大石　学

お金が増える暮らしのルール えま

カーブスの健康たんぱく質ごはん カーブス

家庭用ミシンで作る家族みんなのじんべい＆ゆかた クライ・ムキ

時間があっても、ごはん作りはしんどい 小竹　貴子

JA全農広報部さんにきいた世界一おいしい野菜の食べ方 JA全農広報部

ナチュラルガーデン＆雑木の庭 ブティック社

プロが教える親子キャンプ読本 長谷部　雅一

くるまの娘 宇佐見　りん

あきらめません！ 垣谷　美雨

棘の家 中山　七里

宙ごはん 町田　そのこ

今日は、これをしました 群　ようこ

～並び替えて「ことわざ」にしよう！～

問１.　く　う　も　と　だ　ら　い　し　と 先月の答え

ヒント：　探し物は案外近くに… ・いっすんさきはやみ（一寸先は闇）

問２.　き　ん　は　そ　き　ん　た ・かっぱのかわながれ（河童の川流れ）

ヒント：　すぐに怒ると損をしてしまいますよ ※今月の答えは来月号に掲載します。

逢坂　冬馬

913.6

書名 著者名

（2022年6月16日現在）

書　　　　　　名 著　　者

伊坂　幸太郎

東野　圭吾

007.3

186.9

林　真理子

分類番号

今野　敏

（2022年6月16日現在）

宮部　みゆき

‐　1　‐

498.5

593.1

913.6

596

596.3

914.6

626.9

772.1

210.4

913.6

338.1

913.6

１位



                   ◆今月のテーマ◆ 宇宙・夜・空の絵本
今年の七夕は天の川を観られるでしょうか？今月は宇宙や夜、空の絵本を特集します☆彡

✣ 今月の『司書が選んだ一冊』✣ ✣ 今月の『絵本作家さん』✣
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宇宙飛行士に憧れるクリスの怖い

ものは暗闇。でもある日、テレビ

で月面着陸の中継を見てびっくり。

宇宙は真っ暗だったのです。それ

からは暗闇は怖くない、探検した

いと思うようになり…宇宙飛行士

クリス・ハドフィールドの少年時

代をもとにした絵本です。

あひる一家はみーんなうろおぼえ

気質。お母さんから買い物を頼ま

れて出かけましたが…一体何を買

いに行くんだっけ？確か四角くて

重くて閉まって冷たくて光るもの。

あなたはわかる？最後まで読んで

答えをみつけてね！

◆コメント◆

うろおぼえ一家は一体何が買いたいのか、挿絵にもクスッ

と笑える楽しい絵本です。忙しい毎日、無駄なく行動でき

ないと自分はなんてダメなんだなんて思ってしまいますが

そんな時はこの絵本を思い出してください。

読後の裏表紙、続編の『うろおぼえ一家のパーティー』も

必見です！

『うろおぼえ一家のおかいもの』
出口 かずみ／作 理論社

『タイヤさん』 高陵社書店

★ 長田 真作 さん

『こまった虫歯』『なりたいのは』など

★ どい かや さん

◆ 作品の一例 ◆

『チリとチリリ』シリーズ

『ぼくたちねこなのゆかいな８ぴき』など

『くもとそらのえほん』
五十嵐 美和子／作・絵 PHP研究所

頭がタイヤのタイヤさんはとって

も紳士。頭を下にして走るとチー

ターより速くオイルを飲めばどん

な崖だって登れます。あっでも気

を付けて。飛び出した先にヤマア

ラシが…！ナンセンスなのにどこ

か引き込まれる楽しい絵本です。

今日の空の雲はどんな雲でしょう。

大雨や雷をおこす「入道雲」、綿

のような形の「綿雲」、飛行機が

通った後に生まれる「飛行機雲」

…優しい言葉で色々な雲の形と名

前が紹介されています。空を見上

げてのんびり眺めたくなる絵本で

す。

『くらやみのなかのゆめ』
クリス・ハドフィールド／作 小学館
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おねえちゃんは、あたしより2つ年上の4年

生。頭がよくて、ものしりで、計算もはや

くて、ピアノだって上手。だけど、ちょっ

とおこりっぽくて、いばりんぼう。それか

ら、歩くとき、少し右足をひきずります。

そんなおねえちゃんは、あたしのじまんで

す…。いもうとのつくしの視点(してん)から

つづった、姉妹の5つのお話。。

『つくしちゃんとおねえちゃん』

いとう みく/作
福音館書店

小学校低学年

ばあばはこのごろ、げんきがない。「じんせ

いから、よろこびがきえちゃったみたい」っ

て、ママはいう。「ばあばは、ワァーイって

したいんだ!」ファーンは、ばあばのじんせい

に「よろこび」をとりもどしてあげようと、

「ワァーイ!」をさがしにでかけますが…。

ファーンはどんな「よろこび」を、ばあばに

とどけるのでしょう?

『ばあばにえがおをとどけてあげる』

コーリン・アーヴェリス/ぶん

評論社

うちのかぞくには、みんなそれぞれ、すき

なことがある。「すきなことがあるってい

いな」とおもって、わたしもさがしてみる

ことにしたの。どれもぴんとこなかったん

だけど、ひとつだけ、これだ!っておもっ

たのが、すうがく。すうがくって、どこに

でもかくれてる。かずや、かたちをみつけ

て、いろいろかんがえるのがたのしくて…。

『すうがくでせかいをみるの』

ミゲル・タンコ/著
ほるぷ出版

おすしやさんにやってきたこどもたちは、海

で生きているところをつりあげられた魚をみ

せてもらいます。まず、キンメダイをかんさ

つしてみよう。せびれやうろこはどうなって

いるかな?では、キンメダイをさばこう。こ

うしてうろこをとって…。生きものが食べも

のになるまでをしょうかいします。

『おすしやさんにいらっしゃい！』

おかだ だいすけ/文
岩崎書店

授業参観に向けて「ためいき図鑑」

をつくることになった、たのちんの

班。保健室登校の加世堂さんもいっ

しょに図鑑をつくれないかと、たの

ちんがある提案をしたが、班のほか

のメンバーともめてしまい…。

『みんなのためいき図鑑』

村上 しいこ/著
童心社

ジョンは、お菓子が大好きな男の子。な

かでもチョコレートには目がありません。

ある日、拾った古いコインで魔法のチョ

コレートを買って食べてから、口に触れ

たものがすべてチョコレートに変わるよ

うになってしまって…。

『チョコレートタッチ』
パトリック・スキーン・

キャトリング/作
文研出版

大理石工場のせいで荒れ地になった、イ

ンドの小さな村の村長さん。上の娘を病

気で亡くした村長さんは、村で女の子が

生まれるたびに木を植えようと思い立ち

ます。しかし、村では女の子の誕生を祝

う習慣がなく…。

『１１１本の木』
リナ・シン/文
光村教育図書

あと20年たつと、アフリカからサイが

いなくなってしまうかもしれない。角を

ねらった密猟によって、サイの数が減っ

ているせいだ。サイを守ろうとする人た

ちと密猟者の知られざる戦いを、南アフ

リカで取材を行った著者が描く。

『この世界からサイがいなくなってしまう』

味田村 太郎/文
学研プラス

第68回青少年読書感想文全国コンクール課題図書

課題図書とは…本の専門家の先生方が、新しく出版されたたくさんの本の中から、学年
や年齢に合わせて読んでほしい本を選んだものです。利用が集中するため、お早めのご
予約をおすすめします。

小学校中学年
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読書感想文 課題図書

「たとえあした、世界が滅亡しよう

とも、きょうわたしはりんごの木を

植える。」 このことばを教えてくれ

た大好きなおじいちゃんに、がんの

再発が。おじいちゃんは積極的な治

療は行わないと言い…。心あたたま

る家族の物語。

『りんごの木を植えて』

大谷 美和子/作
ポプラ社

コロナのばかやろう。早く消えてなく

なっちまえ! 疫病退散の願いをこめて、

ぼくらは「コトの神」を谷へ送る-。さ

まざまな困難に立ち向かい、懸命に責任

を果たそうとする子どもたちの姿を鮮や

かに描く。

『風の神送れよ』
熊谷 千世子/作

小峰書店

まきを燃やさないと作ることができない

田村さんのパンには、何十年も生きてき

た木の「いのち」も受け継がれている-。

大量のパンの廃棄に悩み、「一個も捨て

ない」ために奮闘するパン職人を通じて、

未来への知恵と希望を描く。

『捨てないパン屋の挑戦』

井出 留美/著
あかね書房

「こわいものをひとつずつ克服してい

けば、強くなれるはず」って言われた

けど…。1976年、アメリカを舞台に、

偏見や人種差別の問題にふれつつ、苦

手を克服する子どもたちの成長を描い

た物語。

『ぼくの弱虫をなおすには』

K.L.ゴーイング/作
徳間書店

小学校高学年

中学校

高等学校

『セカイを

科学せよ！』

安田 夏菜/著
講談社

『海を

見た日』

M.G.ヘネシー/作
鈴木出版

『江戸の
ジャーナリスト

葛飾北斎』

千野 境子/著
国土社

『その扉を

たたく音』

瀬尾 まいこ/著
集英社

『建築家に

なりたい君へ』

隈 研吾/著
河出書房新社

『クジラの骨

と僕らの未来』

中村 玄/著
理論社
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日時）８月８日（月）

14：00～15：00 一時間程度

場所）小幡記念図書館 視聴覚室

参加費）無料

定員）先着 20名
※定員に達し次第受付終了します

対象）中津市内の小学生

持ってくるもの）特にありません

海の中や宇宙など、どんな絵をかくのか

考えてきてね！

今年も小学生向け夏の工作教室を開催いたします。
今年の工作の内容は「たんけんライト」を作ります。難しい工程はありませんので、低学年の
かたも楽しんで作ることができます。今年の夏の思い出に、図書館で工作をしませんか？
参加されたい方は図書館のカウンターに申込用紙を提出するか、お電話にて受付を行っています。
みなさんの参加をお待ちしております。

７月といえば七夕です！

図書館では毎年七夕飾りを行っています。

短冊を用意しています。願い事を書いてみませんか？

たんけんライトをつくろう！

夏のイベント開催

大分県公共図書館等連絡協議会



金曜日

駐車地

駐車地

「小楠小学校」→「尚武館：（小楠児童クラブひまわり）」

時間

☆Aコース

☆Bコース

「如水小学校」　→　「如水こども園」 13：10　～　13：40
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曜日

曜日

金曜日 「大幡小学校」　→　「聖ヨゼフ寮」

13：00　～　13：30

時間

13：10　～　13：40

水曜日

今年の夏に読んでほしい、図書館司書おすすめの本を紹介します。

夏休み期間（7/21～8/24）の間は、移動図書館車の小学校への運
行が、下記のように一部変更になります。ご利用の際はお気を付けく
ださい。

『暁の宇品』

堀川 惠子/著
講談社

『答えは風のなか』

重松 清/著
朝日出版社

『47都道府県ニッポン
学び旅200』

梅澤 真一/監修
朝日新聞出版

『君に読ませたいミステリ
があるんだ』

東川 篤哉/著
実業之日本社

『夏への扉』

ロバート･A.
ハインライン/著

早川書房

『ホントはコワイ夏バテ
51の対策』

福田 千晶/監修
日東書院本社

『黒武御神火御殿』

宮部 みゆき/著
毎日新聞出版

『アイスの旅』

甲斐 みのり/著
グラフィック社

『ゼリー・プリン・バロア・

ムース』

福岡 直子/著
朝日新聞出版

『地球の歩き方 ムー
異世界の歩き方』

地球の歩き方

『もっとスゴイ！大人のラジオ
体操 決定版』

中村 格子/著
講談社

『満月珈琲店の星詠み』

望月 麻衣/著
文藝春秋

文庫

世界小説

運動

歴史

小説 小説 健康

料理料理小説

世界



　　日時：７月２日、９日、１６日、２３日、３０日(毎週土曜日）

　　　　　　１４：００～

　　場所：視聴覚室　　　　　　　　※１６名限定。先着順

　　(内容)

　　２日（一般）…「ハチとパルマの物語」

　　９日（児童）…「トムとジェリー　９」

　１６日（一般）…「誰もが愛しいチャンピオン」

　２３日（児童）…「ふしぎ駄菓子屋銭天堂　４」

　３０日（一般）…「マイ・ダディ」

　☆日時：７月２０日（水）（毎月第3水曜日） 　☆日時：７月４日、１１日、２５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

31 8/1 2 3 4 5 6

＊開館時間　

　　☆日時：７月７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

あかちゃんタイム

図書館上映会

--　7　--

おはなし会赤ちゃんおはなし会

【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/


