
 

日程 2022年11月9日(水)

時間 17：30から
(開場17：00から)

場所 小幡記念図書館 館内

内容 ヴァイオリンとピアノ演奏

演奏者 三宅孝治さん・佐知子さん

『

※今年度は“秋”に“図書館内”で行います！
音楽を聴きながら読書を楽しんでみませんか？

観覧無料

2022.Autumn Library Concert
～図書館で音楽会～

読書週間イベント開催

・除籍本の無料配布

・除籍本の無料配布

・本のお楽しみ袋

・イチョウの木を色づかせよう

・[展示]図書館のバリアフリー

ユニバーサルデザイン

※詳細はホームページや
図書館だよりの中をご覧ください。

・図書館deビンゴ
～クイズに挑戦～

・秋のおたのしみ
おはなし会

〔その他イベント〕

・グリーンリボン(臓器移植)
クイズラリー



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 34 6

2 夜に星を放つ 913.6 27 4

3 ハヤブサ消防団 913.6 21 2

4 マスカレード・ゲーム 913.6 20 6

5 よって件のごとし 913.6 17 5

6 財布は踊る 913.6 16 5

２位　　 ３位 ４位　　 ５位 ６位

　　　「43年後のアイ・ラヴ・ユー」

　　　「梅切らぬバカ」

　　　「ザ・ファブル　殺さない殺し屋」

　　　「トムとジェリー　８」「アーヤと魔女」

　　　「おしりたんてい　１７」

以上　5　点 ※10月下旬からの貸出予定となります。

SNS別最新著作権入門 井上　拓

アドラー心理学 岩井　俊憲

おおいたランチ手帖 おおいたインフォメーションハウス

今日から始める本気の食料備蓄 高荷　智也

タオルで楽々！カラダほぐれる！健康PARTY体操 村山　敏夫

サステナブルな自炊生活 しらいし　やすこ

炊き込みごはん 荒木　典子

そのとき、日本人は何人養える？ 篠原　信

阿川佐和子のこの噺家に会いたい 阿川　佐和子

マンガでわかるはじめての韓国語 チョ　ヒチョル

営繕かるかや怪異譚　その3 小野　不由美

噓つきジェンガ 辻村　深月

越境刑事 中山　七里

英雄 真保　裕一

ベスト・エッセイ　2022 日本文藝家協会

～並び替えて「ことわざ」にしよう！～

問１.　に　も　ね　ん　ん　さ　う　え　い　し　の 先月の答え

ヒント：　辛くても辛抱強く続ければいつか… ・つきとすっぽん（月とスッポン）

問２.　と　け　ほ　ぬ　が　し　ら ・ぬかにくぎ（糠に釘）

ヒント：　知らないままでいればよかった ※今月の答えは来月号に掲載します。

池井戸　潤

913.6

書名 著者名

（2022年9月15日現在）

書　　　　　　名 著　　者

東野　圭吾

高瀬　隼子

140

宮部　みゆき

分類番号

原田　ひ香
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１０月２７日から１１月９日は読書週間です。

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。

‟読書週間”イベント

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

図書館deビンゴ～クイズに挑戦～

５×５のマス目に並べた図書館や本、中津市に関する
クイズに挑戦！正解のマスでビンゴを１列完成させると
景品を進呈します。
大人用・こども用があります。

イチョウの木を色づかせよう

秋のおたのしみおはなし会

イチョウの葉っぱに好きな本・おすすめの本の
タイトルを書いて木にはりつけませんか？

本のお楽しみ袋

テーマごとにおすすめの本を２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！



 多様な人が社会に参加する

うえでの障壁（バリア）をなく

すことです。

図書館でも、障がいのある方

や通常の印刷物を読むこと

が困難な方、図書館が遠い方

のために、さまざまなサービ

スを提供しています。

上記の期間、小幡記念図書館の２階書庫（閉架）の資料総点検を行います。
点検期間中、保管場所が「閉架」となっている資料の貸出・館内での閲覧ができません。
また、予約は出来ますが、点検終了まで貸出が出来ません。
利用者の皆さまにはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解ご協力をお願いします。

なお、点検終了日に関しては早まることもございます。

バリアフリーとは…



◆今月のテーマ◆ 「全国SLA絵本委員会選定えほん50（2021-2022）」

公益社団法人全国学校図書館協議会絵本委員会が選んだ絵本をご紹介！

✣ 今月の『司書が選んだ一冊』✣ ✣ 今月の『絵本作家さん』✣

―2―

ある日とつぜん目を覚ましたた

まご。はじめて歩き、はじめて

話す。マシュマロを起こして、

キッチンの台を降り、探検にも

出かけ…。読むほどに引き込ま

れる不思議なお話。

大自然が時間をかけて作りだした

鉱物は、いわば地球からのメッ

セージ。色も形もさまざまな石の

かけらから、46億年におよぶ地

球の歩みをひも解く。身近な科学

に興味を持つきっかけになる知識

絵本。

◆コメント◆

タイトル通り、石について成り立ちや用途などが科学面

や歴史面から分かりやすく描かれています。何より、さ

まざまな石の姿が鮮やかな色彩で美しく描かれ見ごたえ

があります！地球の欠片、石の魅力がつまった絵本です。

『いしのはなし』
ダイアナ・アストン／文 ほるぷ出版

『おうさまのこどもたち』 偕成社

✿ 三浦 太郎 さん

『くっついた』『おおきなおひめさま』など

✿ かこ さとしさん

◆ 作品の一例 ◆

『だるまちゃんとてんぐちゃん』シリーズ

『からすのパンやさん』シリーズ など

『ぱったんして』
松田 奈那子／作 KADOKAWA

『たまごのはなし』
しおたに まみこ／作 ブロンズ新社

花屋、アイドル歌手、サッカー

選手など、自分の好きな仕事で

人々を幸せにしたいと考えた、

王様の10人のこどもたち。王様

のあとを継いだのは…? さまざ

まな職場のようすがこまかく描

かれた楽しい絵本。

半分に折った紙を開いて、絵の

具で色をのせよう。色をのせた

紙を半分に折って、ぎゅっと押

さえて、やさしくなでると…。

紙を開いたら、どんな形ができ

たかな? はじめてふれるアート

の絵本。



　　日時：１０月１日、８日、１５日(毎週土曜日）

　　　　　　１４：００～

　　場所：視聴覚室　　　　　　　　※１６名限定。先着順

　　(内容)

　　１日（一般）…「幕末相棒伝」

　　８日（児童）…「おしりたんてい　１８」

　１５日（一般）…「あいねこ」

※22日、29日は美術館イベントのため、上映会はお休みです。

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

　　☆日時：１０月６日（木）　13：30～15：30 30 31 11/1 2 3 4 5

　　☆内容：原文を読み、現代語訳とその時代の背景、 ＊開館時間　

　　　　　　　 解説等の講義を受ける 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

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/


