
 

不滅の福澤プロジェクト関連事業 図書館企画第四弾

募集期間
8月3日(水)～9月30日(金)

募集方法
応募用紙を市内各図書館窓口へ

もしくは図書館ホームページから応募

対象
中津市立図書館の図書館カード所有者

表彰
不滅の福澤プロジェクト賞

（景品：3000円分の図書館カード）

表彰式…11月中を予定

※応募後の川柳の著作権は小幡記念図書館に帰属となります。ご了承ください。

不滅の福澤プロジェクトとは…中津市では、2024年の一万円札肖像交代を機に、「不滅の福澤
プロジェクト」として、“オールなかつ”で福澤先生の偉業を顕彰していきます。

ゆきち せんりゅう

令和4年度第３回 図書館講座

これからの と

について

・家計管理のポイント

・ライフプランの立てかた

・キャッシュレス決済の気を付けたい注意点

～講座内容～

・日時：令和４年１０月７日(金)
１４：００～１５：３０
（講座60分、質問タイム30分）

・会場：小幡記念図書館 研修室

・定員：２０組

・受付：９月２日(金)～
９月２９日(木)

・対象：どなたでも

・講師：衛藤 千江美氏
(金融広報アドバイザー)

・申込方法：①申込用紙に記入し、提出

②電話で申込（0979-22-0679）

参加無料



順位 分類番号 予約数 冊数

1 おいしいごはんが食べられますように 913.6 39 6

2 マスカレード・ゲーム 913.6 31 6

3 夜に星を放つ 913.6 29 4

任侠楽団 913.6 17 4

よって件のごとし　三島屋変調百物語8 913.6 17 5

6 80歳の壁 338.8 14 2

２位　　 ３位 ４位　　 ５位 ６位

　　　「43年後のアイ・ラヴ・ユー」

　　　「猫忍」「浅田家！」

　　　「君の膵臓を食べたい　劇場アニメ」

　　　「岬のマヨイガ」

　　　「深海のサバイバル」

以上　6　点 ※9月下旬からの貸出予定となります。

スマホで困ったときの大事典 ワン・パブリッシング

女性の覚悟 坂東　眞理子

九州のおいしい道の駅＆SA・PA JTBパブリッシング

おおいたの子ども家庭福祉 井上　登生

カラダが10歳若返る鎌田式ずぼらストレッチ 鎌田　實

エコな毎日 中嶋　亮太

ムダゼロ献立 武蔵　裕子

日陰と小さなスペースの庭づくり 主婦の友社

紙バンドで楽しくミニチュアの世界 村田　美穂

0歳から始める！英語絵本音読メソッド 小林　妙子

終活中毒 秋吉　理香子

アナベル・リイ 小池　真理子

財布は踊る 原田　ひ香

その本は 又吉　直樹

そのヘビ、ただのヒモかもよ！ 新堂　冬樹

～並び替えて「ことわざ」にしよう！～

問１.　き　っ　す　と　ぽ　つ　ん 先月の答え

ヒント：　似ているようで中身は全く違う ・たなからぼたもち（棚から牡丹餅）

問２.　く　に　か　ぎ　ぬ ・めからうろこ（目から鱗）

ヒント：　まったく手ごたえがない ※今月の答えは来月号に掲載します。
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東野　圭吾
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宮部　みゆき

分類番号

和田　秀樹

（2022年8月18日現在）

4

窪　美澄

913.6

書名 著者名

（2022年8月18日現在）

書　　　　　　名 著　　者

今野　敏

高瀬　隼子

１位
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～夏のイベント報告～
令和4年度夏に開催されたイベントをご報告いたします。

今後も様々なイベントを開催しますので、図書館内のポスターや図書館だより、ホームページな
どをご覧いただき、興味のあるものにご参加お待ちしています。

七夕飾り

6/23(木)から
7/8(金)の間、小
幡記念図書館ロ
ビーに七夕飾りを
設置しました。
今年の短冊には感
染症の終息のほか
にも平和を願うも
のも多く見受けら
れました。皆さま
の願い事が叶いま
すように。

図書館
司書体験

7/27(水)から
7/29(金)の3日間、
小幡記念図書館で
市内の小学校6年
生を対象にした
「図書館司書体験
＆バックヤード見
学」を開催し、
20名の小学生が
参加しました。

図書館講座

7/29(金)令和4年度第1回図書館講座が開
催されました。
今回の講座内容は「本のフィルムかけ講
座」でした。8組11名の方が参加され、ご
自分の本にフィルムがけを行いました。

夏休み
工作教室

8/8(月)中津市内
の小学生を対象と
した。「夏休み工
作教室」を行いま
した。
１９名の方が参加
し、自分だけの
「たんけんライ
ト」を作りました。

福澤先生・小幡先生と
写真を撮ろう！

8/3(水)～8/31(水)小幡記念図書館のロ
ビーにフォトスポットが設置されました。
中津市の偉人・福澤諭吉先生と図書館の
生みの親・小幡篤次郎先生の大きなパネ
ルが設置され、巨大一万円札と共に、多
くの方が撮影を楽しんでいました。

福澤諭吉 DVD上映会

不滅の福澤プロジェク
ト関連事業として図書
館企画第三弾 福澤諭
吉DVD上映会を合計4
日間行いました。
『学問と情熱21「福澤
諭吉」そして文明の海
原へ』を上映しました。
今回上映したＤＶＤは
不滅の福澤コーナーに
置いています。ぜひ利
用してみてください。

夏の思い出

参加ありがとう
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今年も敬老の日にあわせ、おすすめリストを配布します。

先着１００名に「しおり」を配布予定。

読書は心の栄養です。

秋の夜長に、ぜひ読書を楽しんでください♪

配布期間
９月中旬～ なくなり次第終了

配布場所
小幡記念図書館 および BM(移動図書館車)

洋書コーナー

洋書コーナーに新刊が入りました！

ハリーポッター全７巻や、映画化された海外の人気ヤングアダルト作品『Holes』など

5作品の他、英語版漫画『ドラえもん』や『Haikyu!!』もあります。この機会に楽しく

英語を学んでみませんか？

たくさん読むことで英語が身につく「英語多読コーナー」(児童書架)もおすすめです！

自分のレベルにあった本から読み進めてみてね♬



◆今月のテーマ◆  植物の絵本
今月は、種にも花にも秘密がいっぱい！植物が登場する絵本を紹介します♪

✣ 今月の『司書が選んだ一冊』✣ ✣ 今月の『絵本作家さん』✣
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「動かない鳥」として有名なハシ

ビロコウ。一体何があったら動く

んだろう。友達のカバが挨拶して

も、怖いヘビが来ても…

えっゾウの鼻がバナナになったっ

て、…動かない！

果たしてハシビロコウが動く時と

は⁉ ほっこりする絵本です。

◆コメント◆

このハシビロコウという鳥、全然うごきません。

いろんな動物たちがハシビロコウを驚かせようと次々登場

してくる場面では、自分がついつい笑ってしまいます。

ハシビロコウっていったいどんな鳥なんだろう…。

『うごきません。』
大塚 健太／作 パイインターナショナル

『そらからぼふ～ん』 くもん出版

✿高畠 那生さん
『カエルのおでかけ』『うしとざん』

『チーター大セール』など

✿いわむら かずおさん
◆ 作品の一例◆

『14ひき』シリーズ『かんがえるかえるくん』など

『いろいろはっぱ』
小寺 卓矢／作 アリス館

『チューリップ』
荒井 真紀／作 小学館

ひゅ～～～…ぼぼ～～ん！！

ある日空から落ちてきたのは、大

きな大きなホットケーキ！続いて

バターがとぅん！ハチミツがどっ

ぷ～ん！…さて、きみならこの

ホットケーキ…食べる？

言葉の迫力も面白い、読み聞かせ

にもおすすめの絵本です。

みてみて！ぼくたち、はっぱ。

まる、三角、四角、ハート…い

ろんなかたち、いろんなおおき

さ、いろんなぎざぎざ。

はっぱのかおは、みんなちがう

よ。みんなの家の近くにはどん

ないろいろはっぱがあるかな？

ぜひ読んで探してみてね！

チューリップは種ではなく球根か

ら育てます。球根を植えるのは、

秋。寒い冬を土の中で過ごさない

と、春に咲くことはできないので

す。チューリップの成長に合わせ

て土の中の球根はどう変化するの

でしょうか？詳細な絵とやさしい

文で知る科学絵本です。



　　日時：９月３日、１０日、１７日、２４日(毎週土曜日）

　　　　　　１４：００～

　　場所：視聴覚室　　　　　　　　※１６名限定。先着順

　　(内容)

　　３日（一般）…「梅切らぬバカ」

　１０日（児童）…「トムとジェリー　８」

　１７日（一般）…「少年寅次郎スペシャル」

　２４日（児童）…「おしりたんてい　１７」

　☆日時：９月２１日（水）（毎月第3水曜日） 　☆日時：９月５日、１２日、２６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：９月２１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 10/1

　　☆日時：９月８日（木）　13：30～15：30 ＊開館時間　

　　☆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

図書館上映会
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　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/


