
4月は本の記念日がたくさん！

4/2・・国際子どもの本の日

4/2・・週刊誌の日

4/23・・こども読書の日

4/23・・世界図書・著作権デー

4/30・・図書館記念日

4/23～5/12・・こども読書週間

小幡記念図書館では「こどもの読書週間」に
あわせて下記のイベントを行います。ぜひ、
ご参加ください！

15：10～15：40 如水コミュニティーセンター

（廃止）雇用促進住宅

15：40～16：20 小楠コミュニティーセンター

昨年度

水曜日

今年度

４月から

水曜日

ゴロで記念日を制定することも多いです
が、なぜこの日が記念日となっているの
か調べてみるのも面白いですよ。

新型コロナウウィルス感染拡大防止のため、３月２日より休館しております。

ご不便をおかけして申し訳ありません。

また、当面の間はおはなし会等のイベントは中止いたします。

感染拡大防止が最優先となりますのでご協力をお願いいたします。



順位 分類番号 予約数 冊数

1 晴明　（隠蔽捜査　８） 913.6 18 5

膠着　（スナマチ株式会社奮闘記） 913.6 14 1

熱源 913.6 14 2

4 ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー 376.3 12 2

5 イマジン？ 913.6 11 5

6 うちの父が運転をやめません 913.6 10 1

２位　　 ２位 ４位　　 ５位 ６位

　　　「まく子」「羊と鋼の森」「散り椿」「スマホを落としただけなのに」「ふたりの旅路」

　　　「元気に出産！妊娠中の健康手引き」「知っていそうで知らなかった妊娠中の生活手引き」

　　　「アルプスの少女ハイジ」「ちいさな英雄」「グリンチ」「北の桜守」「そらのレストラン」

　　　「恋妻家宮本」「れっしゃだいこうしん2019」「しつけにチャレンジ　シナモンのおうちでチャレンジ」

以上　1５　点

※３月貸出予定だったDVDも、４月下旬からの貸出予定となります。

はじめてのWindows１０ 戸内　順一

なんで僕に聞くんだろう。 幡野　広志

開運！パワースポット・ガイド　2020 中央公論新社

仕事の成果って、「報・連・相」で決まるんです。 三上　ナナエ

民生委員活動の基礎知識 小林　雅彦

世界を変えた150の科学の本 ブライアン・クレッグ

花粉症・アレルギー性鼻炎撃退ＢＯＯＫ 枻出版社

名もなき家事で疲れない毎日のつくり方 梅田　悟司

福岡で食べたい100のもの JTBﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ

藤井弁当　　お弁当はﾜﾝﾊﾟﾀｰﾝでいい！ 藤井　恵

魔法のてぬきおやつ てぬキッチン

食べない子が変わる魔法の言葉 山口　健太

野菜作り達人のスゴ技１００ 加藤　正明

1冊まるごと、松之丞改め六代目神田伯山 ペンブックス編集部

俺はエージェント 大沢　在昌

わかれ縁 西條　奈加

神域　上・下 真山　仁

50代からの疲れをためない小さな習慣 岸本　葉子

誰にも相談できません 高橋　源一郎

あきない世傳金と銀　8 高田　郁

京都寺町三条のホームズ　14 望月　麻衣

779.1

913.6

913.6

913.6

914.6

B913.6

‐　1　‐

914.6

B913.6

291.0

599.3

336.4

369.1

402

626.9

493.1

590

596

596.4

007.6

159

今野　敏

有川　ひろ

分類番号

垣谷　美雨

川越　宗一
2

596.6

書名 著者名

（2020年3月16日現在）

書　　　　　　名 著　　者

ブレイディみかこ

今野　敏

（2020年2月16日現在）

１位



―2―

◆今月のテーマ◆  ベストセラーの絵本
　今月は、長く愛され読み継がれてきたベストセラー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』✣

うさぎさんがワンピースをつくり

ました。「ラララン ロロロン

わたしににあうかしら」お花畑を

とおればまっしろなワンピースが

花模様へ、雨がふってくれば水玉

模様へ。まるで夢のようなわたし

のワンピース！最後はどんな模様

のワンピースになったのでしょう。

人にはそれぞれ名前があります。

名前があることに気づく幼児期、

その興味はやがて自分自身に。誰

もが一度は考える、自分の名前が

できた理由。うさぎという名の女

の子を主人公に、その名前ができ

るまでをリズミカルな文章で描き

◆コメント◆

わたしはうさぎ。にんげんだけど…。

わたしのなまえがうさぎなの。

おとうさんのゆめからステキななまえになりました。

『のはらうさぎでございます』
山花 郁子／作 佼成出版社

『したじきくんとなかまたち』アリス館

🌼 二宮 由紀子 さん

『ものすごくおおきなプリンのうえで』など

🌼 ドン・フリーマン さん

◆ 作品の一例◆

『くまのコールテンくん』『ターちゃんとペリ

カン』『やぎのグッドウィン』など

『わたしのワンピース』
結城 昌子/著 こぐま社

『おしいれのぼうけん』
ふるた たるひ／さく 童心社

入学式が終わって、明日はとうとう

初めての授業。文房具たちはみんな

はりきっていますが、したじきくん

は元気がありません。学校へ行くの

がこわいというしたじきくんに、文

房具たちは…。１年生の不安とよろ

こびを、あたたかく楽しく描きます。

さくら保育園にはこわいものが２つ

あります。ひとつはおしいれで、も

うひとつはねずみばあさんです。お

昼寝前にミニカーのとりっこでけん

かをしたさとしとあきらは、先生に

しかられておしいれに入れられてし

まいます。そこでふたりが出会った

のは、おそろしいねずみばあさんで

…。



司書おすすめ！

大人も楽しめる “とびっきりの１冊”

知っていますか？
ＤＶＤの取り扱いについて

昨年まで 今年度から

休刊した雑誌

・週刊ファミ通

・Ｂ＝ＰＡＳＳ

・ゴルフ

ダイジェスト



読んだ本の名前を書いて、図書館に
持って来てください。
15冊：金メダル 10冊：銀メダル
5冊：銅メダル

用紙配布期間：4/23（木）～5/11（月）

メダルのプレゼント：4/23（木）～5/31(日）

赤ちゃんと絵本事業

赤ちゃんタイム

おはなし会

『ボランティア』を募集しています！

くじをひいて、おたのしみ袋をもらおう！

何が入っているかは袋をあけてからのおたのしみ♪
※袋の中には絵本が３冊はいっています。袋に入れたまま貸出します。

期間：4/23（木）～5/11（月）

花びらにおすすめの本を書いて、木に花を咲かせよう！
書いてくれた人には、しおりと折り紙をプレゼント！
期間：4/23（木）～5/11（月）



　日時：4月4日（土）、11日（土）、25日（土） (毎週土曜日)

14：00～
　場所：視聴覚室

　（内容）

　  　４日（児童）…「おしりたんてい　⑦」

 　１１日（一般）…「教誨師」

 　２５日（児童）…「忍たま乱太郎宇宙大冒険
土星の段・宇宙の果ての段」

※１８日は美術鑑賞講座のため、上映会はお休みです。

　☆日時：4月6日、13日、20日、27日（毎週月曜日）  ☆日時：4月15日（水）（毎月第3水曜日）
 11: 00 ～ 11: 30 11: 00 ～ 11: 30 

　☆対象：未就学児  ☆対象：０歳児

　☆内容：就学前のこどもに、絵本や紙芝居の読み聞かせ、  ☆内容：赤ちゃん向け絵本の読み聞かせや紹介、

　手遊びなど、親子で楽しい一時を！  わらべ歌あそびなど赤ちゃんのためのおはなし会です。

 ※祝日開館の月曜日は、おはなし会はお休みです。

　「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。赤ちゃんや小さなお子さんといっしょに、ぜひ図書館にご来館ください！

　☆日時：4月15日（水）（毎月第3水曜日）　 10：30 ～ 12：30　

　　日時：4月9日（木）　14：00～17：00

　　内容：原文を読み、現代語訳とその時代背景、
日 月 火 水 木 金 土

解説等の講義を受ける。
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 7 8 9

＊開館時間

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
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 図書館上映会

 おはなし会  赤ちゃんおはなし会

 あかちゃんタイム

 源氏物語を読む会

 本と映像に親しむ会

【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/



小幡記念図書館では「こどもの読書週間」に
予定していた各種のイベントを開館後に行う
予定です。

現在、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、中津市立図書館は臨時休館しています。
一刻も早い収束を願うとともに、職員一同、開館に向けて準備をしています。

ご理解とご協力をお願いします。



順位 分類番号 予約数 冊数

1 晴明　（隠蔽捜査　８） 913.6 19 5

2 クスノキの番人 913.6 18 6

3 熱源 913.6 15 2

4 膠着　（スナマチ株式会社奮闘記） 913.6 14 1

5 ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー 376.3 12 2

6 イマジン？ 913.6 10 5

２位　　 ３位 ４位　　 ５位 ６位

　　　「まく子」「羊と鋼の森」「散り椿」「スマホを落としただけなのに」「ふたりの旅路」

　　　「元気に出産！妊娠中の健康手引き」「知っていそうで知らなかった妊娠中の生活手引き」

　　　「アルプスの少女ハイジ」「ちいさな英雄」「グリンチ」「北の桜守」「そらのレストラン」

　　　「恋妻家宮本」「れっしゃだいこうしん2019」「しつけにチャレンジ　シナモンのおうちでチャレンジ」

以上　1５　点

※３．４月貸出開始予定だったDVDも、５月下旬からの貸出開始予定となります。

はじめてのPhotoshop　CC 桐生　彩希

すごい神棚 窪寺　伸浩

リアルな今がわかる日本と世界の地理 砂崎　良

企画書つくり方、見せ方の技術 藤村　正宏

おひとりさまの大往生ガイドBOOK 松村　静子

病気にかかるお金がわかる本 畠中　雅子

長生き朝ごはん 今津　嘉宏

「マネーの達人」が教える老後のお金が増える手続き事典 北山　秀輝

手編み大好き！　2020SPRING＆SUMMER 実業之日本社

おべこさんの毎日わくわく弁当 おべこ

作りおき＆朝7分お弁当312 倉橋　利江

ベビーグッズ全部見せ　2020 主婦の友社

はじめてでも美しく仕上がる庭木・花木の剪定 川原田　邦彦

話し方が上手くなる！声まで良くなる！1日1分朗読 魚住　りえ

流人道中記　上・下 浅田　次郎

十字架のカルテ 知念　実希人

暴虎の牙 柚月　裕子

老いてこそ生き甲斐 石原　慎太郎

夜明けのＭ 林　真理子

餓狼剣　　八丁堀「鬼彦組」激闘篇７ 鳥羽　亮

繕い屋　〔１〕 矢崎　存美

596.4

書名 著者名

（2020年4月16日現在）

書　　　　　　名 著　　者

今野　敏

今野　敏

（2020年4月16日現在）

007.6

176.6

東野　圭吾

ブレイディみかこ

分類番号

有川　ひろ

川越　宗一

290

599

336.1

367.7

498.1

627.7

498.5

591

594.3

596.4

809.4

913.6

913.6

913.6

914.6

B913.6

‐　1　‐

914.6

B913.6

１位



◆今月のテーマ◆  学べる絵本
　 “もっと知りたい！”のきっかけは絵本から。今月は 『学べる絵本』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』✣

―2―

「あっちゃん あがつく あいすく

りーむ」「 いっちゃん いがつく

いちごじゃむ」。うたって嬉しく

なるようなはやし歌においしそう

な絵をつけた、楽しい絵本。親子

で楽しみながら字や食べ物の名前

を覚えてみましょう。

庭に埋めたカレーの種。やがて芽

が出て、お皿の葉っぱに、福神漬

けの花が咲き、ライスの実とカ

レーの実がなって…。はてさて、

そのあとは? 

愉快なカレーライスの絵本。

◆コメント◆

おいしそうなカレーのイラストは見ているだけで香り

までしてきそうです。読むとカレーが食べたくなって

しまうこの本、読み聞かせにもおすすめの１冊です。

『ひみつのカレーライス』
井上 荒野/作 アリス館

『ないた』 金の星社

🌼 中川 ひろたか さん

『あっ!』『ショコラちゃん』シリーズなど

🌼 新美 南吉 さん

◆ 作品の一例 ◆

『手ぶくろを買いに』『ごんぎつね』

『でんでんむしのかなしみ』など

『あっちゃんあがつく』
みね よう／げんあん リーブル

『ながいながい骨の旅』
松田 素子／文 講談社

ぼくは、どうして泣くんだろう? 

大人は、どうして泣かないんだろ

う? 痛いとき、悲しいとき、感動

したとき、嬉しいとき、いつもぼ

くは泣いている。泣くってふしぎ

だね。人が泣く理由を子どもの視

点で描いた絵本。

私たちの体の中には、骨がありま

す。それをあたりまえだと思って

いませんか? 大むかしにあらわれ

た生きものは、骨をもっていませ

んでした。生きものは少しずつ進

化し、やがて骨をもつようになり

…。進化の歴史や、骨のだいじな

役割などを紹介します。



　日時：5月2日（土）、9日（土）、16日(土)、23日（土）、30日(土) (毎週土曜日)

14：00～
　場所：視聴覚室

　（内容）

　  　２日（一般）…「永遠のニシパ」

 　９日（児童）…「くまのアーネストおじさんとセレスティーヌ　セレスティーヌの星」

 　１６日（名作）…「ローマに消えた男」

　２３日（児童）…「げんきげんきノンタン　いたいのとんでけ～★」

　３０日（一般）…「女優、母、そして樹木希林」

　☆日時：5月11日、18日、25日（毎週月曜日）  ☆日時：5月20日（水）（毎月第3水曜日）
 11: 00 ～ 11: 30 11: 00 ～ 11: 30 

　☆対象：未就学児  ☆対象：０歳児

　☆内容：就学前のこどもに、絵本や紙芝居の読み聞かせ、  ☆内容：赤ちゃん向け絵本の読み聞かせや紹介、

　手遊びなど、親子で楽しい一時を！  わらべ歌あそびなど赤ちゃんのためのおはなし会です。

 ※祝日開館の月曜日は、おはなし会はお休みです。

　「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。赤ちゃんや小さなお子さんといっしょに、ぜひ図書館にご来館ください！

　☆日時：5月20日（水）（毎月第3水曜日）　 10：30 ～ 12：30　

日 月 火 水 木 金 土

1 2

3 4 5 6 7 8 9

・５月前半「こどもの読書週間」　 10 11 12 13 14 15 16

・５月２３日～「郷土資料の紹介」 17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31 6/1 2 3 4 5 6

＊開館時間

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

 おはなし会

 あかちゃんタイム

 源氏物語を読む会

 赤ちゃんおはなし会

企画展示コーナー
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 本と映像に親しむ会

【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/

現在、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、

中津市立図書館は臨時休館しています。

５月の図書館主催の行事は下記のように

予定していましたが感染拡大防止のため、中止いたします。
ご理解とご協力をお願いします。





順位 分類番号 予約数 冊数

1 クスノキの番人 913.6 31 6

2 晴明　（隠蔽捜査　９） 913.6 18 5

3 膠着　（スナマチ株式会社奮闘記） 913.6 16 1

4 ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー 376.3 14 2

4 流浪の月 913.6 14 1

6 熱源 913.6 13 2

２位　　 ３位 ４位　　 ５位 ６位

　　　「メリーポピンズ　リターンズ」「ねことじいちゃん」「泣くな赤鬼」

　　　「サウンド・オブ・ミュージック」「講談師　神田松之丞」「ドリーム」

　　　「プロフェッショナル127　絵本作家かこさとしの仕事」

　　　「ちいさなプリンセスソフィア　あたらしいドレス」「となりのトトロ」

　　　「忍たま乱太郎　予算会議と委員会対抗との段」

以上　10　点 ※６月下旬からの貸出予定となります。

東大脳を育てる！読み聞かせ絵本100 佐藤　亮子

あなたの心にファビュラスな魔法を 叶　恭子

謎解き日本列島 宇田川　勝司

アタックＰＴＡ 細川　貂々

アグネス流10歳までに鍛えておきたい20の能力 アグネス・チャン

感染症 井上　栄

ウイルスにもガンにも野菜スープの力 前田　浩

おひとりさまのゆたかな年収200万生活　3 おづ　まりこ

カレンの台所 滝沢　カレン

ワンハンドランチ 両角　舞

安産マタニティ・ヨガ 森脇　じゅん

はじめての野菜づくり図鑑110種 北条　雅章

大きな文字で歌いやすいなつかしい歌260曲 西東社編集部

短いスピーチあいさつ実例大事典 主婦の友社

逆ソクラテス 伊坂　幸太郎

駆け入りの寺 澤田　瞳子

燃えよ剣　新装版 司馬　遼太郎

猫を棄てる 村上　春樹

＃ゴミ捨てろ gomi_sutero

居合の女 鳥羽　亮

おこん春暦 佐伯　泰英

598.2

書名 著者名

（2020年5月14日現在）

書　　　　　　名 著　　者

ブレイディみかこ

東野　圭吾

（2020年5月15日現在）

019.5

159

今野　敏

凪良　ゆう

分類番号

川越　宗一

今野　敏

291.4

626.9

324.7

379.9

493.8

767.0

498.5

590.4

596

596.3

809.4

913.6

913.6

913.6

914.6

B913.6

‐　1　‐

916

B913.6

１位



◆今月のテーマ◆「動物・いきもの」の絵本
今月は動物がでてくる絵本や、いきものについて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―

アイリスの秘密は、ライオンと

暮らしていること。ある日、お

ばあちゃんが泊まりに来ること

になりました。さあ、大変！ラ

イオンを隠さなくちゃ。でも、

なんだか、おばあちゃんにも秘

密がありそうで…。

ごはんを食べていたら、歯がぬ

けた。まえからぐらぐらしてた

んだけど、ついにぬけた。この

歯、どうしようかな。歯がぬけ

た喜びや、歯にまつわるお話な

どを盛り込んだ、ユニークな絵

本。

◆コメント◆

６月４日は「虫歯予防デー」

いつまでも物をおいしく食べるには「歯が命！」

一年に一回は、歯の事をじっくり考えてみましょう！

『歯がぬけた』
中川 ひろたか／作 PHP研究所

『ゴムあたまポンたろう』 童心社

🌼 長 新太 さん

『キャベツくん』『みみずのオッサン』など

🌼 片山 健 さん

◆ 作品の一例◆

『もりのおばけ』『タンゲくん』

『おなかのすくさんぽ』など

『おばあちゃんからライオンをかくすには』
ヘレン・スティーヴンズ／作 ブロンズ新社

『鳥の巣ものがたり』
鈴木 まもる／文・絵 偕成社

あたまがゴムでできている「ポ

ンたろう」。やまにポンとぶつ

かって、ボールのように空をと

ぶ。大男の角やトゲいっぱいの

バラの花園など、頭をぶつけな

がらポンたろうの旅は続きます。

鳥たちにとって鳥の巣ってなんだ

ろう? 鳥の巣は卵があたためられ、

ヒナがそだつ場所。巣づくりから、

小さな生命がうまれ、そだち、そ

して巣立っていくまでのその役割

を描いた絵本。



　日時：6月6日（土）、13日（土）、20日（土）、27日(土) (毎週土曜日)

14：00～
　場所：視聴覚室

　（内容）

　  　6日（児童）…「おしりたんてい　⑦」

 　13日（一般）…「教誨師」

 　27日（児童）…「忍たま乱太郎の宇宙大冒険」
土星の段・宇宙の果ての段

※20日は美術鑑賞講座のため、上映会はお休みです。

　☆日時：6月8日、15日、22日、29日（毎週月曜日）  ☆日時：6月17日（水）（毎月第3水曜日）
 11: 00 ～ 11: 30 11: 00 ～ 11: 30 

　☆対象：未就学児  ☆対象：０歳児

　☆内容：就学前のこどもに、絵本や紙芝居の読み聞かせ、  ☆内容：赤ちゃん向け絵本の読み聞かせや紹介、

　手遊びなど、親子で楽しい一時を！  わらべ歌あそびなど赤ちゃんのためのおはなし会です。

 ※祝日開館の月曜日は、おはなし会はお休みです。

　「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。赤ちゃんや小さなお子さんといっしょに、ぜひ図書館にご来館ください！

　☆日時：6月17日（水）（毎月第3水曜日）　 10：30 ～ 12：30　

　　日時：6月4日（木）　13：30～15：30

　　内容：原文を読み、現代語訳とその時代背景、
日 月 火 水 木 金 土

解説等の講義を受ける。
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 3 4

＊開館時間

小幡記念図書館　…　９：３０～１６：３０

分館（三光・本耶馬渓・耶馬溪・山国）

 　  　 …１０：００～１６：３０

企画展示コーナー

６月「おうちで楽しく過ごそう！」

６月前半「松下竜一忌」

 本と映像に親しむ会

- 3 -

 図書館上映会

 おはなし会

 あかちゃんタイム

 源氏物語を読む会

 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/

６月の図書館主催の行事は下記のように予定していましたが

感染拡大防止のため、視聴覚室の利用を中止しています。

そのため視聴覚室を利用する図書館行事を中止いたします。
ご理解とご協力をお願いします。





順位 分類番号 予約数 冊数

1 クスノキの番人 913.6 48 6

2 流浪の月 913.6 41 6

3 カケラ 913.6 21 2

4 ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー 376.3 17 4

5 膠着　（スナマチ株式会社奮闘記） 913.6 15 4

6 きたきた捕物帖 913.6 14 1

２位　　 ３位 ４位　　 ５位 ６位

　　　「これが恐竜王国ニッポンだ！」「おしい刑事１・２」「マイ・ブック・ショップ」

　　　「居眠り磐音」「シリーズにっぽん農紀行ふるさとに生きる第４巻」

　　　「令和元年度アイヌ文化伝承活動アーカイブス「技」vol.４」

　　　「ラプンツェル　ザ・シリーズ　女王のつとめ」「ハウルの動く城」「崖の上のポニョ」

　　　「ちびまる子ちゃん１・２」「イン・サイド・ヘッド」「映像でわかる港のひみつ」

以上　1４　点 ※７月下旬からの貸出予定となります。

わたしが知らないスゴ本は、きっとあなたが読んでいる Ｄａｉｎ

はい。作り笑顔ですが、これでも精一杯仕事しています。 幡野　広志

だから拙者は負けました。 本郷　和人

危うい国・日本 百田　尚樹

マンガでわかる最強のＦＸ入門 安恒　理

植物のかしこい生き方 田中　修

免疫力をあげる最強の食事術 白澤　卓二

ＬＩＮＥ基本+活用ワザ コグレ　マサト

ｓｙｕｎｋｏｎカフェごはん　７ 山本　ゆり

野菜が長持ち＆使い切るコツ、教えます！ 島本　美由紀

フローズンドリンク教本 根岸　清

Japan　Brand　Collection大分版　2020 サイバーメディア

３６６日の世界遺産 小林　克己

レスキュー・ハンドブック 藤原　尚雄

任侠シネマ 今野　敏

あふれる家 中島　さなえ

妖(あやかし)の掟 誉田　哲也

すべて名もなき未来 樋口　恭介

人生論あなたは酢ダゴが好きか嫌いか 佐藤　愛子

銀翼の死角 麻見　和史

首都圏パンデミック 大原　省吾

786

913.6

913.6

913.6

914.6

B913.6

‐　1　‐

915.6

B913.6

210.0

672.1

304

338.9

471.7

709

498.5

547.4

596

596.3

019

159.4

凪良　ゆう

今野　敏

分類番号

宮部　みゆき

湊　かなえ

596.7

書名 著者名

（2020年6月15日現在）

書　　　　　　名 著　　者

ブレイディみかこ

東野　圭吾

（2020年6月15日現在）

１位



◆今月のテーマ◆   科学・写真絵本
絵や物語とはちがった好奇心をくすぐる絵本にふれてみませんか？

✣ 今月の『司書が選んだ一冊』✣ ✣ 今月の『絵本作家さん』✣

―2―

しゃぼん玉、とばそう。スト

ローでばかりじゃないよ。台所

用品を使って、大きなしゃぼん

玉をとばそう。いろんな工夫や

アイデアがいっぱいの絵本。

「上手なしゃぼん液の作り方」

付。

だれもいなくなった家の中で、あ

りとあらゆるものたちが、こっそ

りオリンピックをはじめたよ! ウエ

イトリフティング、アーチェリー、

クライミング、マラソン、新体操

…。いったいどんなオリピックに

なるのかな?

◆コメント◆

物語に出てくるキャラクター達が、家の中の色んなものを

使っての競技は読んでいて、よく考えているなと感心する

し、思わず笑ってしまいます。なかでも最初と最後のペー

ジを読んで見比べてみると、間違いさがしのようで面白い

です。読めばきっと楽しい気持ちになります。ぜひ読んで

みて下さい。

『ないしょのオリンピック』
もとした いづみ／ぶん ほるぷ出版

『あさの絵本』 アリス館

🌼 谷川俊太郎 さん

『これはのみのぴこ』『あな』など

🌼 せな けいこ さん

◆ 作品の一例◆

『おばけのてんぷら』『ねないこだれだ』など

『杉山きょうだいのしゃぼんだまとあそぼう』
杉山 弘之／文と構成 福音館書店

『ぼく、あぶらぜみ』
得田 之久／ぶん 福音館書店

朝がくるのは、すごくすてきなこと。

今日辛くても、一日がんばって、

眠って夜が明ければ、また新しい一

日が始まる。今を生きる子どもたち

への、谷川氏、吉村氏からのメッ

セージです。眠る前にこの本を開け

ば、明日への希望がふくらんできま

す。

ジリジリジリジリ…暑い夏の日、

あぶらぜみのおすがないています。

そのこえをきいて、林のおくから

1ぴきのめすがとんできました。

2ひきはこうびをして、めすはた

まごをうみました…。あぶらぜみ

のたまごからうまれたこどもが、

成長していく様子をえがきます。



夏休み期間（８月８日～８月１９日）の間は、移動図書館車の小学校への運行が、

下記のとおり一部変更になります。利用される際は、お気を付けください。

☆　Ｂコース

『川あかり』

『そうめんの本』

『疾風の人』

『365日の気づきノート』

『青と白の刺繍』

『親子でキャンプＢＯＯＫ』

『宙（そら）の名前　　改訂版』

『ときめく貝殻図鑑』

『鬼談』

『夏の朝に効く夜に効く　スープ・ジュース・サラダ』

１３：１０～１３：４０

葉室　麟/著

枻出版社

タイトル

「如水小学校」　→　運休

484ﾃ

-　3　-

750.4ｱ 『なんとかする工作』 青木　亮作/著

林　完次/著

寺本　沙也加/文

曜日 駐車地 時間

毎年、夏休み期間の間は、移動図書館の小学校への運行が、一部変更した
駐車地となっていました。しかし、今年度は小学校の夏休み期間の短縮等に伴い、
1か所のみの変更となっています。
例年とは異なりますので、ご利用される方はご注意ください。

京極　夏彦/著

請求記号

１３：００～１３：３０（時間変更なし）

市瀬　悦子/著

金曜日

松下　竜一/著

913.6ﾊ

596.3ｲ

N913.6ﾏ

浜内　千波/著596.3ﾊ

590.4ｶ 門倉　多仁亜/著

矢澤　こずえ/著

水曜日
「小楠小学校」

→　「【尚武館】小楠児童クラブひまわり」

913.6ｷ

594.2ﾔ

786.3ｵ

440ﾊ

著者名



メダルのプレゼント：７月２日（木）～８月３１日（月）

本を１５冊よんだ人に
金メダルをプレゼント！

期間：７月２日（木）～８月３１日（月）

オススメの本を書いて、たくさんの魚を泳がせよう！
書いてくれた人には、しおりと折り紙をプレゼント♪

-　4　-



-　5　-

低学年

中学年



-　6　-

中学校

高等学校

高学年



　日時：7月4日（土）、11日（土）、18日(土)、25日（土） (毎週土曜日)

14：00～
　場所：視聴覚室

　（内容）

　  　４日（一般）…「永遠のニシパ」

 　１１日（児童）…「げんきげんきノンタン　いたいのとんでけ～★」

 　１８日（一般）…「女優、母、そして樹木希林」

　２５日（児童）…「おしりたんてい　⑦」

　☆日時：7月6日、13日、20日、27日（毎週月曜日）  ☆日時：7月15日（水）（毎月第3水曜日）
 11: 00 ～ 11: 30 11: 00 ～ 11: 30 

　☆対象：未就学児  ☆対象：０歳児

　☆内容：絵本や紙芝居の読み聞かせ、手遊びなど  ☆内容：赤ちゃん向け絵本の読み聞かせや紹介、

 わらべ歌あそびなど赤ちゃんのための

 おはなし会です。

　「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。赤ちゃんや小さなお子さんといっしょに、ぜひ図書館にご来館ください！

　☆日時：7月15日（水）（毎月第3水曜日）　 10：30 ～ 12：30　

　　日時：7月2日（木）　13：30～14：30

　　内容：原文を読み、現代語訳とその時代背景、
日 月 火 水 木 金 土

解説等の講義を受ける。
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

＊開館時間

小幡記念図書館　…　９：３０～１７：００

分館（三光・本耶馬渓・耶馬溪・山国）

 　  　 …１０：００～１６：３０

・７月企画テーマ

「大河・朝ドラになった
人物たち」

 本と映像に親しむ会

- ７ -

企画展示コーナー

 図書館上映会

 おはなし会

 あかちゃんタイム

 源氏物語を読む会

 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/





順位 分類番号 予約数 冊数

1 クスノキの番人 913.6 50 6

2 流浪の月 913.6 38 6

3 きたきた捕物帖 913.6 19 6

カケラ 913.6 16 5

ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー 376.3 16 4

6 超・殺人事件 913.6 13 2

２位　　 ３位 ４位　　 ４位 ６位

　　　「永遠のニシパ」「女優、母、そして樹木希林」「生きる」

　　　「西の魔女が死んだ」「マエストロ！」「アラジン」

　　　「おしりたんてい⑦」「げんきげんきノンタン　いたいのとんでけ～★」

　　　「トイストーリー」「トイストーリー②」「ドナルド・ダック　ドナルドの磁石騒動」

以上　1１　点

※８月下旬からの貸出予定となります。

子どもの学びが充実する読書活動15の指導法 稲井　達也

マンガでわかるギリシャ神話 佐藤　俊之

戦国信長・光秀・秀吉の戦い 二木　謙一

世界　夢の映画旅行 ｆｉｌｍａｒｋｓ/映画選定

ワイルドサイドをほっつき歩け ブレイディみかこ

子育てベスト１００ 加藤　紀子

イラスト図解感染症と世界史 神野　正史

世界一効く健康ウォーキング 能勢　博

さらに、やめてみた。 わたなべ　ぽん

はじめてでもカンタン！手づくり布マスク 手づくり布マスク編集室

絶品おかずはめんつゆで 市瀬　悦子

冷たい麺の本 みない　きぬこ

基本の野菜じょうずな育て方 飯塚　恵子

絵本のようにめくる世界遺産の物語 村山　秀太郎

オフマイク 今野　敏

君に読ませたいミステリがあるんだ 東川　篤哉

女だてら 諸田　玲子

チーム・オベリベリ 乃南　アサ

死という最後の未来 石原　慎太郎

鴨川食堂もてなし 柏井　壽

神さまのビオトープ 凪良　ゆう

709

913.6

913.6

913.6

913.6

B913.6

‐　1　‐

914.6

B913.6

210.4

596.3

290.8

302.3

379.9

626.9

493.8

498.3

590.4

594

019.2

164

凪良　ゆう

ブレイディみかこ

分類番号

東野　圭吾

宮部　みゆき

4

596

書名 著者名

（2020年7月16日現在）
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湊　かなえ

東野　圭吾

（2020年7月16日現在）

１位



◆今月のテーマ◆ 「こわ～い」絵本
暑い夏に涼し～くなっちゃうかも！？　今月はこわ～い絵本を集めました♪

✣ 今月の『司書が選んだ一冊』✣ ✣ 今月の『絵本作家さん』✣

―2―

おろろんとは、真っ赤な月の

夜に行列して歩く、おばけの

パレード「百鬼夜行」のこと。

大人たちが夜に消えると、留

守番の子どもたちは自分たち

の「おろろん」を始めること

に…。子どもたちの百鬼夜行

をユーモアたっぷりに描く。

むかしむかし、あるところに川

が一本ながれていました。でも、

川は自分が川だということを知

りませんでした。川にくまが

落っこちるまでは…。ゆっくり

始まり、どんどん加速していく

川下り冒険絵本。

◆コメント◆

ゆっくりとおはなしがはじまり、どんどんスピードが増して

くる、さながらアクション映画のような絵本！色鮮やかなイ

メージの絵本で気付かなかったのですが、はじまりはあえて

色数を抑えているとのこと。画家のあとがきで判明して、も

う一度読み直しました。読み聞かせにもぴったり！

『かわにくまがおっこちた』
リチャード・T.モリス／著 岩崎書店

『とりあえずありがとう』 絵本館

🌼 五味 太郎さん

『くじらだ！』『きんぎょがにげた』など

🌼 荒井 良二さん

◆ 作品の一例◆

『あさになったのでまどをあけますよ』

『そりゃあもういいひだったよ』など

『おろろんおろろん』
石黒 亜矢子/作 偕成社

『まどのそと』
佐野 史郎／作 岩崎書店

トイレで紙がなくて困っていた

ら、窓から紙飛行機が…。いじ

めっこにいじめられていたらお

すもうさんが…。とりあえず

「ありがとう」と言ってしまう

愉快なシチュエーションが盛り

だくさんのユーモア絵本。

かたかたかた…かたかたかた…

窓がかたかた鳴っている。風が

ないのに、地震もないのに、

ずっとかたかた鳴っている。眠

れなくてカーテンを開けたら、

誰かがのぞいていて…。佐野史

郎とハダタカヒトが耐えがたい

恐怖を描きだす。



   ① 　② 　　③ 　　　④ 　⑤ 　　　⑥ 　　　　⑦

     ⑧ 　　⑨ 　　　⑩

―　3　―

タイトル

シリーズ

メアリー・ノートン/作

『消えた少年のひみつ』

「名探偵犬バディ」　５冊

シリーズ

お兄ちゃんとぼくは、大きなしおだまりを静かに
ゆっくりとみた。だんだんいろんないきものが見え
てきた。隠れていた魚たちも出て来たぞ！いそあ
そびの楽しさをつたえる絵本。

　『ゴインキョとチーズどろぼう』

「白狐魔記」　７冊

エミリー・ロッダ/作柏葉幸子/作

「モンスターホテル」　14冊 「チュウチュウ通り」　10冊

夏の暑い日、冷蔵庫が壊れてしまった。困った家
族が調べていると、いつの間にか冷蔵庫に、目と
鼻と、でっかい口ができている！そして、「わたし
も夏休みをもらって、プールへ行ってみたい」そう
言ったのだ。

「わがままおやすみ」　９冊

村上しいこ/さく

ほるぷ出版

『いそあそびしようよ！』

「アウトドアを楽しもう！　　　３冊
はたこうしろうの自然観察絵本」

『仮名手本忠臣蔵』
「かぶきがわかる

　　ねこづくし絵本」 ３冊

　『れいぞうこのなつやすみ』

吉田愛/文・絵 はたこうしろう/作
誰もが名前を聞いたことのある、かぶきの三大
名作のひとつ、「仮名手本忠臣蔵」を猫づくしで
紹介。切腹した主君に無念の思いをたくされた、
大星由良之助たち四十七士をとりまく運命をえ
がく。

講談社

『床下の小人たち』

『神様の御用人』

浅葉なつ/著

斉藤洋/作
仙人について不老不死と数多の術を己のものと
した仙人ギツネ・白狐魔丸。彼が日本史上の大
事件や英雄たちと遭遇し、なぜ人間同士が殺し
合うのかという問いの答えを探しつつ時を旅する
大河ファンタジー。

PHP研究所

神様たちの御用を聞いて回る人間、“御用人”。あ
る日突然、モフモフの狐神・黄金からその役目を
命じられたフリーターの良彦は、古事記やら民話
やらに登場する神々に振り回されることになり…。

タイトル

ストーリー

ストーリー

ストーリー

『買物絵本』

「GOMI　TARO
　　　WORKSHOP」　３冊

シリーズ

児童書のシリーズ本を読んでみませんか？

イギリスの古風な家の床下に住む小人の一家。
暮らしに必要なものはすべてこっそり人間から借
りていましたが、ある日、その家の男の子に姿を
見られてしまいます。

モンスターのおせわをするのは透明人間
のトオルさん、ただひとり。大忙し。そんな
時、２１０号室のドアが開かなくなって…。

ハツカネズミのすむネコイラン町には、チュウチュ
ウ通りというすてきな通りがあります。その1番地
にすむのは、お宝チーズをいっぱいもっているお
金もちネズミのゴインキョ。でも、ある夜…。

あすなろ書房

ブロンズ新社

「小人の冒険」　５冊

タイトル

シリーズ

『白狐魔記　源平の風』

ストーリー

ストーリー

　『モンスター・ホテルでこんばんは』

小峰書店

シリーズ

飼い主が行方不明になり、動物保護センターに入
れられた犬のバディ。コナー少年と母親に引き取
られるが、コナーにはバディと仲よくなれない理由
があって…。名探偵犬バディが活躍するユーモア
ミステリー。

国土社

偕成社

KADOKAWA

ドリー・ヒルスタッド・
バトラー/作

岩波書店

お金で何を買うことができるのか？お菓子、ひ
ま、身だしなみ、人助け、旅行、経験、安心安全
…。買物を通して、暮らしとお金について楽しく考
える絵本。

タイトル

タイトル

五味太郎/著

「神様の御用人」　８冊

読み物以外のおすすめ児童書



蔵書数 小幡 三光 本耶馬渓 耶馬溪 山国 全館

図書 202,994 26,857 15,073 42,885 54,576 342,385

雑誌 1,878 279 265 215 315 2,952

視聴覚資料 5,824 342 297 290 1,850 8,603

合計 210,696 27,478 15,635 43,390 56,741 353,940

貸出数 小幡 三光 本耶馬渓 耶馬溪 山国 全館

図書 368,306 42,740 27,805 24,882 13,071 476,804

雑誌 18,511 2,164 1,384 1,026 406 23,491

視聴覚資料 13,533 1,523 1,731 494 1,181 18,462

合計 400,350 46,427 30,920 26,402 14,658 518,757

一般 児童 合計

97,764 21,783 119,547

小幡 三光 本耶馬渓 耶馬溪 山国 全館

19 3 2 3 2 29

(13) (2) (2) (2) (1) (19)

新着図書

移動図書館車

積載冊数

三光 本耶馬渓 耶馬溪 山国

38 32 39 36

　小幡記念図書館は、中津城の近
くにある図書館です。
郷土の偉人、福沢諭吉の右腕とし
て活躍した“小幡篤次郎”の遺言
によって誕生した図書館なので
「小幡記念図書館」といいます。
明治42年（1909年）に開館した
ので、100年以上の歴史がありま
す。
　現在の図書館は平成5年（1993
年）に新しく建て替えられた建物
で、「公共建築百選」建築大臣賞
も受賞しています。

　
　「小幡記念図書館」の生みの親である
小幡篤次郎は、中津藩の武士の家に生ま
れ、福沢諭吉の右腕となり、慶応義塾の
塾長もつとめた人物です。
有名な『学問のすゝめ』を福沢諭吉とと
もに著しています。
故郷中津の学問の推進発展につとめ、没
後はその遺志により自宅と蔵書の半分が
寄贈され（もう半分は慶応義塾大学へ寄
贈）、中津図書館が設立されました。
　図書館の館内には、
小幡篤次郎の記念
コーナーもありますので、
ぜひご覧下さい。
より詳しく小幡篤次郎に
ついて知ることが出来
ます。

　
　明治42年（1909年）,
小幡篤次郎の遺志によって
「中津図書館」が誕生。明
治45年（1929年）に
「小幡記念図書館」へ改称
しました。
昭和22年（1947年）に
は中津市に寄付され、「中
津市立小幡記念図書館」と
なりました。
平成5年（1993年）に現
在の場所に新築移転し、平
成17年（2005年）の市
町村合併を経て三光・本耶
馬渓・耶馬溪・山国の図書
館4館を加えた中津市立図
書館がスタートしました。

～図書館について～ ～小幡篤次郎
　オバタ　トクジロウ

～ ～図書館の歴史～

図書館の本の冊数、利用人数や移動図書館車について

-　4　-

利用人数 登録者人数 46,311

職員数
(カッコ内は司書数）

※蔵書数、貸出数、利用者人数、職員数は2020年3月末日のデータです。

毎週木曜日に約250冊入荷します。

サービスポイント
(駐車地)

旧中津地域 三光・本耶馬渓地域 耶馬溪・山国地域

約3,000冊 約2,500冊 約2,500冊

51



上映会を開催しています

-　5　-

新型コロナウイルス感染症の影響で３月から６月まで上映会も中止となっていましたが、７月より
条件付きで再開いたしました。
８月は夏休みに合わせ、児童向けはお子さんたちに大人気の作品を上映予定です！
なお、感染対策のため先着で１６名までのご案内となりますので、あらかじめご了承ください。
上映作品は翌月末より貸出開始となりますので、参加できない方は貸出の予約をすることもできま
す。ぜひご利用ください（８月中は予約用紙のみでの受付となります。Web予約はできません）。

８月１日上映 ８月８日上映 ８月１５日上映 ８月２９日上映
※上映会は急遽予定を変更・中止となる場合があります。



夏休み期間（８月８日～８月１９日）の間は、移動図書館車の小学校への運行が、

下記のとおり一部変更になります。利用される際は、お気を付けください。

☆　Ｂコース

毎年、夏休み期間の間は、移動図書館の小学校への運行が、一部変更した

駐車地となっていました。しかし、今年度は小学校の夏休み期間の短縮等に伴い、

1か所のみの変更となっています。

例年とは異なりますので、利用される方はご注意ください。

-　6　-

１３：００～１３：３０（時間変更なし）

１３：１０～１３：４０
８/１４
金曜日

メダルのプレゼント：７月２日（木）～８月３１日（月）

「小楠小学校」
→　「【尚武館】小楠児童クラブひまわり」

　　　　　　　　「如水小学校」　→　運休
　　　　　　　　(如水こども園)

駐車地

期間：７月２日（木）～８月３１日（月）

オススメの本を書いて、たくさんの魚を泳がせよう！
書いてくれた人には、しおりと折り紙をプレゼント♪

時間

本を１５冊よんだ人に
金メダルをプレゼント！

曜日

８/１２
水曜日



　日時：8月1日（土）、8日（土）、15日(土)、29日（土） (毎週土曜日)

14：00～
　場所：視聴覚室

　（内容）

     １日（一般）…「風雲児たち～蘭学革命篇～」

 　　８日（児童）…「忍たま乱太郎の宇宙大冒険
　土星の段・宇宙の果ての段」

 　１５日（児童）…「おしりたんてい　⑧」

 　２９日（一般）…「ああ栄冠は君に輝く」

※8月22日は美術鑑賞講座のため、上映会はお休みです。

　☆日時：8月3日、24日、31日（毎週月曜日）  ☆日時：8月19日（水）（毎月第3水曜日）
 11: 00 ～ 11: 30  ※祝日はお休みです。 11: 00 ～ 11: 30 

　☆対象：未就学児  ☆対象：０歳児

　☆内容：就学前のこどもに、絵本や紙芝居の読み聞かせ、  ☆内容：赤ちゃん向け絵本の読み聞かせや紹介、

　手遊びなど、親子で楽しい一時を！           わらべ歌あそびなど赤ちゃんのためのおはなし会です。

日 月 火 水 木 金 土

　☆日時：8月19日（水）（毎月第3水曜日）　10：30 ～ 12：30　 1

2 3 4 5 6 7 8

　　日時：8月6日（木）　14：00～17：00 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31 9/1 2 3 4 5

＊開館時間

小幡記念図書館　…　９：３０～１７：００

分館（三光・本耶馬渓・耶馬溪・山国）

 　  　 …１０：００～１７：００

　　内容：原文を読み、現代語訳とその時代背景、
　　　　　　解説等の講義を受ける。

 源氏物語を読む会

- ７ -

 図書館上映会

 おはなし会

 あかちゃんタイム

 赤ちゃんおはなし会

 本と映像に親しむ会

【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/



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 2 3



順位 分類番号 予約数 冊数

1 クスノキの番人 913.6 45 6

2 流浪の月 913.6 35 6

3 きたきた捕物帳 913.6 16 6

4 気がつけば、終着駅 914.6 14 3

5 一人称単数 913.6 13 1

5 少年と犬 913.6 13 4

２位　　 ３位 ４位　　 ５位 ５位

　　　「ああ栄冠は君に輝く」「今日も嫌がらせ弁当」「新聞記者」

　　　「インディ・ジョーンズ　クリスタル・スカルの王国」「ビリギャル」

　　　「ロード・オブ・ザ・リング　二つの塔」「おしりたんてい⑧」

　　　「忍たま乱太郎の宇宙大冒険　土星の段・宇宙の果ての段」

　　　「しまじろうおはなし大特集①」「かいけつゾロリ　ＺＺのひみつ」「トイストーリー③④」

以上　1２　点 ※９月下旬からの貸出予定となります。

人工知能に未来を託せますか？ 松田　雄馬

夢は薬諦めは毒 佐伯　チズ

北部九州の軍事遺跡と戦争資料 花田　勝広

頭がいい人のモノの言い方 齋藤　孝

備えいらずの防災レシピ 飯田　和子

自然の中で美しい生きものと出会う図鑑 成島　悦雄

簡単！免疫力アップドリンク

かぎ針１本ではじめる大人アクセサリー 成地　亜紀

ミツカンの“家計の味方”レシピ ミツカン

うつわ使いがもっと楽しくなる本。 安野　久美子

♯赤ちゃん相談室 森戸　やすみ

おいしい野菜100種のじょうずな育て方 武川　政江

好日絵巻 森下　典子

小学１・２年生で習うのに大人も読めない漢字 構　俊一

赤い砂を蹴る 石原　燃

陽眠る 上田　秀人

希望の峰マカルー西壁 笹本　稜平

夢をかなえるゾウ　４ 水野　敬也

８８歳の自由 曽野　綾子

鼠異聞　上・下　（新・酔いどれ小籐次17・18） 佐伯　泰英

満月珈琲店の星詠み 望月　麻衣

811.2

913.6

913.6

913.6

913.6

B913.6

‐　1　‐

914.6

B913.6

219

626.9

336.4

369.3

462.1

791.0

498.5

594.3

596

596.9

007.1

159.6

凪良　ゆう

村上　春樹
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宮部　みゆき
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◆今月のテーマ◆  「家族」の絵本
兄弟の絆、親子の温かみ…いろんなかたちの家族の絵本を紹介します♪

✣ 今月の『司書が選んだ一冊』✣ ✣ 今月の『絵本作家さん』✣

―2―

目が見えないけれど、僕のお兄

ちゃんはすごいんだ。記憶力が

いいし、暗闇の中でも点字の本

が読めて…。誰もが認められ、

活かされるインクルージョンな

日々を、透明感のある水彩と繊

細な線画で描いた絵本。

男の子が羊や近所の人たちの協

力で、青い服を手に入れるまで

の楽しいお話。いろいろな人の

手を経て物ができあがる仕組み

が、ペレの行動を通してわかり

やすく語られます。

◆コメント◆

今の世の中はお金で何でも手に入ってしまいますが、主人

公のペレは、「労働」を対価として洋服の仕立てを依頼し、

自分の洋服を完成させます。ぜひおうちの人から、お子様

へ読み聞かせて、「働く」という事について一緒に話し

あってみて下さい。

『ペレのあたらしいふく』
エルサ・ベスコフ／作・絵 福音館書店

『にんじんかりかりかじったら』 金の星社

🌼 石津 ちひろ さん

『あしたうちにねこがくるの』

『なぞなぞのみせ』など

🌼 林 明子さん

◆ 作品の一例◆

『こんとあき』『おつきさまこんばんは』など

『おにいちゃんとぼく』
ローレンス・シメル／文 光村教育図書

『かぞくって なあに?』
フェリシティ・ブルックス／文 文化学園文化出版局

うさぎさん、にんじんかりかり

かじったら、かりかりおえかき

はじめたよ。ページをめくると、

同じ音をもつ2つの言葉のちが

いがわかる。チャーミングで愉

快な絵がいっぱいの、楽しいオ

ノマトペ絵本。

家族って、どんなもの?家族っ

て、なんのためにあるの?家族

のかたちにも、いろいろある

よ。せかいじゅうの家族のか
たちや、住むところ、役割、

しゃべる言葉、たべるもの、

きもちなどを、わかりやすく

説明します。



　　日時：９月５日(土)、１２日(土)、１９日(土)(毎週土曜日）

　　　　　　１４：００～

　　場所：視聴覚室　　　　　　　　※１６名限定。先着順

　　(内容)

　５日（一般）…「教誨師」

１２日（児童）…「うっかりペネロペ　うたおう、あそぼう編」

１９日（名作）…「グリーンブック」

※9月26日は臨時休館のため、上映会はお休みです。

　☆日時：９月１６日（水）（毎月第3水曜日） 　☆日時：９月７日、１４日（毎週月曜日）

　　　　　　１１：００～１１：３０ 　　　　　　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

　☆日時：９月１６日（水）（毎月第3水曜日）10：30～12：30 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 2 3

　 ☆日時：９月３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背景、 小幡記念図書館　…　９：３０～１７：００

　　 　　　解説等の講義を受ける。 分館（三光・本耶馬渓・耶馬溪・山国）

 　  　 …１０：００～１７：００

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

　「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いただ
けるよう図書館で設定する時間です。赤ちゃんや小さな
お子さんといっしょに、ぜひ図書館にご来館ください！

【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/
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順位 分類番号 予約数 冊数

1 クスノキの番人 913.6 29 6

2 流浪の月 913.6 26 6

3 少年と犬 913.6 16 4

4 きたきた捕物帖 913.6 14 6

5 気がつけば、終着駅 914.6 13 3

5 オフマイク 913.6 12 4

２位　　 ３位 ４位　　 ５位 ５位

　　　「教誨師」「グリーン・ブック」「ザ・ファブル」「殿、利息でござる!」

　　　「全国共通台風防災　vol.１、２」「ライオン・キング」

　　　「うっかりペネロペ　うたおう、あそぼう編」

　　　「ことわざムービーズ　上・下巻」「ドナルド・ダック　１」

　　　「黒魔女さんが通る！　１」

以上　1２　点 ※１０月下旬からの貸出予定となります。

1日1時間から稼ぐ副業ライターのはじめ方 しげぞう

弘兼流「老春時代」を愉快に生きる 弘兼　憲史

るるぶ九州ベスト’21 JTBパブリッシング

令和・ｱﾌﾀｰｺﾛﾅの自治会・町内会運営ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ 水津　陽子

おひとりさまの親と私の「終活」完全ガイド 日経BP

ゼロからわかる宇宙論 ニュートンプレス

ひとさじで免疫力が上がる発酵しょうが健康レシピマスジマ　トモコ

絶対幸せになる！家づくりの基本１２５ エクスナレッジ

ミツカンの“家計の味方”レシピ ミツカン

おうちでできるヘアカット ＧＡＲＤＥＮ

しょうがの料理 有元　葉子

発掘！歴史に埋もれたテレビＣＭ 高野　光平

志村けん160の言葉 志村　けん

そのまま使える短いスピーチ・あいさつ実例集 成美堂出版編集部

知識ゼロからの短歌入門 佐佐木　幸綱

赤ずきん、旅の途中で死体と出会う。 青柳　碧人

スキマワラシ 恩田　陸

雪月花 北村　薫

米寿を過ぎて長い旅 山折　哲雄

殺人現場は雲の上 東野　圭吾

わたしの幸せな結婚　１～３ 顎木　あくみ

596

書名 著者名

（2020年9月13日現在）

書　　　　　　名 著　　者

宮部　みゆき

東野　圭吾

（2020年9月18日現在）

021.3

159.7

凪良　ゆう

佐藤　愛子

分類番号

今野　敏

馳　星周

291.9

674.3

318.8

369.7

443.9

779.9

498.5

527

596

595.4

809.4

911.1

913.6

913.6

913.6

B913.6

‐　5　‐

914.6

B913.6

１位



◆今月のテーマ◆ 「おいしそう！」な絵本
読むとおなかがすいてくる！！今月は「おいしそう！」な絵本を集めました♪

✣ 今月の『司書が選んだ一冊』✣ ✣ 今月の『絵本作家さん』✣

―6―

いちごミルク、にくじゃが、魚

とサラダ、ヨーグルト、五目

ラーメン…。おいしそうな食べ

ものと、ゆかいな食いしん坊さ

んたちがつぎつぎに登場する、

リズミカルで楽しいかぞえうた

の絵本。

ロボットが目を覚ますと、腕が

片方なくなっていた。家の中を

さがしてみることにした。

フォーク、ほうき、えんぴつ、

はさみ、かさ。どれも便利だけ

れど、腕じゃない…。切り絵の

モノクローム絵本。

◆コメント◆

この絵本は、絵ではなく”切り絵”の絵本です。話の内容

に黒い切り絵がマッチしていてあっという間に物語に引き

込まれます。細かく丁寧な作品で、とても見ごたえがあり、

１ページ1ページじっくりと見ながら読んで欲しいです。

『ぼくのさがしもの』
たけうち ちひろ／文・切り絵 出版ワークス

『はんなちゃんがめをさましたら』 偕成社

🌼 酒井 駒子 さん

『よるくま』『ぼくおかあさんのこと…』など

🌼 かこ さとしさん

◆ 作品の一例◆

『からすのパンやさん』『だるまちゃん』シリーズなど

『ごはん山』
はらぺこめがね／著 白泉社

『おいしいかぞえうた』
岸田 衿子／ぶん 福音館書店

真夜中に目をさました女の子が

初めてひとりで体験する夜の時

間。しーんとしずかな夜の中で、

ひそやかに気持ちがみたされる

魔法のようなときを描いた絵本。

ごはんがだいすきな家族。きょう

も、たきたてのごはんをかこんで、

にこにこです。こんもり炊きたて

ごはんは、なんだか「お山」みた

い。「すしがたけ」「どんぶり

山」「しゃかしゃか山」…。いろ

んな「ごはん山」に一緒に登って

みよう!



　　日時：１０月３日、１０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）…「アイネクライネナハトムジーク」

１０日（児童）…「くまのアーネストおじさんとセレスティーヌ

セレスティーヌの星」

２４日（児童）…「映画すみっコぐらし」

※10月17日は美術鑑賞講座、31日は図書館休館日のため、上映会はお休みです。

　☆日時：１０月２１日（水）（毎月第3水曜日） 　☆日時：１０月５日、１２日、１９日、２６日（毎週月曜日）

　　　　　　１１：００～１１：３０ 　　　　　　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

　　☆日時：１０月１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背景、 小幡記念図書館　…　９：３０～１７：００

　　 　　　解説等の講義を受ける。 分館（三光・本耶馬渓・耶馬溪・山国）

 　  　 …１０：００～１７：００

図書館上映会

--　7　--

おはなし会赤ちゃんおはなし会

あかちゃんタイム

　「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いただ
けるよう図書館で設定する時間です。赤ちゃんや小さな
お子さんといっしょに、ぜひ図書館にご来館ください！

【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/



 



順位 分類番号 予約数 冊数

1 クスノキの番人 913.6 24 6

2 半沢直樹　アルルカンと道化師 913.6 23 4

2 流浪の月 913.6 23 6

4 少年と犬 913.6 16 4

5 気がつけば、終着駅 914.6 15 3

6 「育ちがいい人」だけが知っていること 385.9 11 1

２位　　 ２位 ４位　　 ５位 ６位

　　　「アイネクライネナハトムジーク」「マスカレード・ホテル」

　　　「チャーリーとチョコレート工場」「男たちの大和」「あいねこ」

　　　「くまのアーネストおじさんとセレスティーヌ」

　　　「映画すみっコぐらし」「小公女セーラ」「ドナルド・ダック３」

　　　「めいたんていラスカル」「ハッピーフィート」

以上　1１　点 ※１１月下旬からの貸出予定となります。

すぐできる74の"パソコン機能”スッキリ整理術 宮下　由多加

とにかく運がよくなりたい！ 木下　レオン

世界を変えた100のスピーチ　上・下 コリン・ソルター

おひとり様の相続〈4つの対策〉 松田　真紀子

中野京子の西洋奇譚 中野　京子

科学の名著50冊が1冊でざっと学べる 西村　能一

医師が教える長生きキャベツ健康法 工藤　孝文

やっぱり、このゴミは収集できません 滝沢　秀一

本当の自由を手に入れるお金の大学 両＠リベ大学長

中華一筋のべっぴん絶品料理 鈴木　邦彦

手づかみ離乳食 田角　勝

ネットで稼ぐ全技術 上田　祐輝

もう68歳と思うのか、まだ68歳と考えるのか 小柳　ルミ子

超シルバー川柳　あっぱれ百歳編 みやぎシルバーネット

日没 桐野　夏生

デルタの羊 塩田　武士

始まりの木 夏川　草介

風よあらしよ 村山　由佳

作家の贅沢すぎる時間 伊集院　静

ほろほろおぼろ豆腐 坂井　希久子

ブルータスの心臓 東野　圭吾

911.4

913.6

913.6

913.6

913.6

B913.6

‐　1　‐

914.6

B913.6

209

673.3

324.7

388.3

404

767.8

498.5

518.5

591

596.2

007.6

148

池井戸　潤

佐藤　愛子

分類番号

諏内　えみ

凪良　ゆう

599.3

書名 著者名

（2020年10月16日現在）

書　　　　　　名 著　　者

馳　星周

東野　圭吾

（2020年10月16日現在）

１位



◆今月のテーマ◆「宇宙・夜・空」の絵本

星の輝く空にはふしぎがいっぱい！『宇宙・夜・空』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―

宇宙誕生の謎を解く鍵を握ると

される一般相対性理論の基本を、

物理学者、数学者である著者が、

赤ちゃんにも伝わるようにと

願ってつくった絵本。極大の世

界で起きる不思議な現象を子ど

もと一緒に学ぶきっかけに。

チリとチリリが自転車で出かけ

ると、雨が降ってきました。す

るとそこに、雨の日だけ開いて

いる動物たちのカフェが。ふた

りはお茶を飲んでひとやすみ。

カフェを出てまた自転車で進ん

でいくと…。

◆コメント◆

おかっぱ頭の小さな姉妹チリとチリリ。自転車に乗って不

思議な冒険へとくり出します。そして、どこに行っても当

たり前のようにその世界に一瞬でなじんでしまいます。シ

リーズ第7弾の「あめのひのおはなし」では、どんな冒険

が待っているのでしょう…。

『チリとチリリ あめのひのおはなし』
どい かや／作 アリス館

『おかあさんありがとう』 金の星社

✿ 宮西 達也さん
『おまえうまそうだな』『にゃーご』など

✿ 高畠 那生 さん
◆ 作品の一例 ◆

『カエルのおでかけ』『だるまだ!』など

『よるです』
ザ・キャビンカンパニー／作・絵 偕成社

『そうたいせいりろんfor babies』
クリス・フェリー／さく サンマーク出版

守ってくれたり、助けてくれた

り、許してくれたり。おかあさ

ん、いつもありがとう。あとね、

おとうさんが、ぼくが産まれた

ときのことをおしえてくれたよ。

産んでくれて、ありがとう。

すうちゃんは、夜がだいきらい。

トイレにいきたくても、ひとり

じゃこわくていけません。パパも

ママもおきてくれません。と、と

つぜん毛布がばくに変身！「ぼく

が一緒だよ」というばくと一緒に、

勇気を出してトイレにむかいます

が…。



--　3　--
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～読書週間　イベント～

-　4　-



　　日時：１１月７日、１４日、２１日、２８日(毎週土曜日）

　　　　　　１４：００～

　　場所：視聴覚室　　　　　　　　※１６名限定。先着順

　　(内容)

　７日（一般）…「さよならくちびる」

１４日（児童）…「ざんねんないきもの事典②」

２１日（名作）…「荒野にて」

２８日（児童）…「おしりたんてい⑨」

　☆日時：１１月１８日（水）（毎月第3水曜日） 　☆日時：１１月２日、９日、１６日（毎週月曜日）

　　　　　　１１：００～１１：３０ 　　　　　　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 12/1 2 3 4 5

　　☆日時：１１月５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背景、 小幡記念図書館　…　９：３０～１７：００

　　 　　　解説等の講義を受ける。 分館（三光・本耶馬渓・耶馬溪・山国）

 　  　 …１０：００～１７：００

赤ちゃんおはなし会

あかちゃんタイム

　「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いただ
けるよう図書館で設定する時間です。赤ちゃんや小さな
お子さんといっしょに、ぜひ図書館にご来館ください！

図書館上映会

--　5　--

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/



 

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 1/1 2

3 4 5 6 7 8 9

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

Ａコース

Ｂコース

抽選日当日に小幡記念図書館で貸出さ

れた方を対象に雑誌付録の抽選・配布を

行います。

☆先着順、ひとり１回まで。
☆雑誌付録には限りがあります。無くなり
次第終了します。

※抽選の注意事項を守って頂けない場合

は中止することもございます。皆様のご

協力をお願いいたします。



順位 分類番号 予約数 冊数

1 半沢直樹　アルルカンと道化師 913.6 22 4

2 クスノキの番人 913.6 17 6

3 流浪の月 913.6 15 6

4 気がつけば、終着駅 914.6 14 3

5 「育ちがいい人」だけが知っていること 385.9 13 1

5 滅びの前のシャングリラ 913.6 13 3

２位　　 ３位 ４位　　 ５位 ５位

　　　「さよならくちびる」「決算！忠臣蔵」「フォルトゥナの瞳」

　　　「荒野にて」「パラサイト」「ざんねんないきもの事典②」

　　　「おしりたんてい⑨」「ぞくぞく村のおばけたち①②」

　　　「ちびまる子ちゃん　おとぎ編・ふしぎ編」

　　　「日本の昔ばなし③こぶとり爺さんほか」

以上　1２　点 ※１２月下旬からの貸出予定となります。

メモの変態が手帳をスマホに変えた理由 堀越　吉太郎

ご利益別仏像おまいり入門 松島　龍戒

0から学ぶ「日本史」講義　戦国・江戸篇 出口　治明

政治家の覚悟 菅　義偉

世界一やさしい株・FX・投資信託の教科書1年生 梶田　洋平

免疫力が上がる腸活クスリごはん 藤田　絋一郎

10歳若返る骨盤腸整ウォーキング 山崎　美歩呼

災害に負けない家を造ろう 保坂　貴司

定年前後のお金の正解 板倉　京

作りおきできる。がっつり！ごはんの友 上島　亜紀

野菜たっぷり大量消費レシピ304 阪下　千恵

これ一冊ではじめる！庭づくりのためのＤＩＹ 山田　芳照

もっと知りたいやきもの 柏木　麻里

中学英語から始める洋書の世界 林　剛司

とわの庭 小川　糸

浅草迄 北野　武

夜明けのすべて 瀬尾　まいこ

肉体のジェンダーを笑うな 山崎　ナオコーラ

たべる生活 群　ようこ

下町やぶさか診療所　２ 池永　陽

ハグとナガラ 原田　マハ

596.3

書名 著者名

（2020年11月12日現在）

書　　　　　　名 著　　者

佐藤　愛子

池井戸　潤

（2020年11月13日現在）

007.5

186.8

東野　圭吾

諏内　えみ

分類番号

凪良　ゆう

凪良　ゆう

210.1

629.7

310.4

338.1

493.6

751.1

498.3

524.9

591

596

830.7

913.6

913.6

913.6

913.6

B913.6

‐　1　‐

914.6

B913.6

１位



◆今月のテーマ◆ 「のりもの」の絵本
今月は、楽しい "のりもの" 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―

機関車がねこさん、いぬさんを

乗せて走っています。ニャー

ニャー、ワンワン、ガタンゴト

ン、ポッポー。雨が降ってきま

した。ザーザー、ザーザー…。

擬音が楽しい、赤ちゃんのため

ののりもの絵本。

とかげのちょろりんは町の洋品

店で、暖かそうなセーターをみ

つけました。おこづかいもたり

なくて、夜通し働いてもらった

お金をもって、セーターを買い

にいくと、それはヘビ用でした

……。

◆コメント◆

どうしてもほしいものがあったとき、みなさんはどうす

るでしょうか？このお話に出てくるとかげのちょろりん

はとっても頑張りやさんです。寒い日に読むと心がほっ

こりあたたまる、おこづかいについて考えるきっかけに

もなるおすすめの本です。

『ちょろりんのすてきなセーター』
降矢 なな／さく・え 福音館書店

『こんにちは！わたしのえ』 ほるぷ出版

✿はた こうしろうさん

『にちようびのぼうけん!』『ふゆのむしとり?!』

✿マーガレット・ワイズ・ブラウンさん

◆ 作品の一例◆

『おはようおやすみぼくのせかい』

『よるとひる』など

『のっていこう』
木内 達朗／さく 福音館書店

『ポッポーきかんしゃ』
とよた かずひこ／著 アリス館

まっしろの紙に筆をおろすと、

色が生まれる。立ち上がって、

筆をふりまわして、手や足にも

絵の具をぬって体ぜんぶで色を

ぬって。描くことの喜びに目覚

める瞬間をみずみずしく描いた、

擬音語も楽しい絵本。

今日はお父さんとおでかけ。3

つの乗りものに乗って行くん

だって。家を出て、最初に乗っ

たのはバス。2番目に乗ったの

は電車。3番目に乗るのは何か

な? どこに行くのかな?



　　日時：１２月５日、１２日、２６日(毎週土曜日）

　　　　　　１４：００～

　　場所：視聴覚室　　　　　　　　※１６名限定。先着順

　　(内容)

　５日（一般）…「マチネの終わりに」

１２日（児童）…「タマとふしぎな石像」

２６日（児童）…「おしりたんてい⑩」

※１９日は美術鑑賞講座のため、上映会はお休みです。

　☆日時：１２月１６日（水）（毎月第3水曜日） 　☆日時：１２月７日、１４日、２１日、２８日（毎週月曜日）

　　　　　　１１：００～１１：３０ 　　　　　　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 1/1 2

3 4 5 6 7 8 9

　　☆日時：１２月３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背景、 小幡記念図書館　…　９：３０～１７：００

　　 　　　解説等の講義を受ける。 分館（三光・本耶馬渓・耶馬溪・山国）

 　  　 …１０：００～１７：００

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/

眠りに

ついてサブ企画

年末・年始

の準備



 

あけまして
おめでとう

ございます

〈芥川賞〉

◎『推し、燃ゆ』宇佐美りん/著

『母影』尾崎世界観/著
新潮12月号

『コンジュジ』木崎みつ子/著
すばる11月号

『小隊』砂川文次/著
文學界9月号

『旅する練習』乗代雄介/著

〈直木賞〉

『心淋し川』

西條 奈加/著

『汚れた手を
そこで拭かない』

芦沢 央/著

『オルタネート』

加藤シゲアキ/著

『八月の銀の雪』

伊予原 新/著

『インビジブル』

坂上 泉/著

『アンダードッグス』

長浦 京/著

◎…所蔵しています すべて所蔵しています

掲載雑誌未所蔵

単行本の出版はまだされていません。

【2020/12/20】



順位 分類番号 予約数 冊数

1 ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人 913.6 34 6

2 「育ちがいい人」だけが知っていること 385.9 17 2

3 夜明けのすべて 913.6 15 5

4 半沢直樹　アルルカンと道化師 913.6 13 4

5 書くだけで心、もの、お金が整う私のノート、手帳術 002.7 11 1

5 ＪＲ上野駅公園口 913.6 11 2

２位　　 ３位 ４位　　 ５位 ６位

　　　「デザインあ③」「３人の信長」「僕のワンダフル・ジャーニー」

　　　「マレフィセント②」「記憶にございません！」「マチネの終わりに」

　　　「おしりたんてい⑩」「タマとふしぎな石像」

　　　「ウルトラ重機大図鑑　運ぶ・吊る、掘る/削る・守る」

　　　「NEWニャンちゃんワンちゃん　スペシャル100」

以上　1１　点 ※１月下旬からの貸出予定となります。

オードリー・タン　デジタルとＡＩの未来を語る オードリー・タン

お寺のどうぶつ図鑑 今井　淨圓

一冊でわかる幕末 大石　学

ここが知りたい！Ｑ＆Ａ相続入門 前川　清成

子どもの心に寄りそう言葉かけ 石川　洋子

一日一花を愉しむ花の歳時記366 金田　初代

その不調、栄養不足が原因です 佐藤　智春

図解まるわかり　５Ｇ　のしくみ 飯盛　英二

手編みのかわいい冬こもの ブティック社

いつもの料理が“パっと”おいしくなる魔法 馬場　裕之

フレンチトーストとパン料理 ナガタ　ユイ

あおり運転 菰田　潔

１３歳からのアート思考 末永　幸歩

おちょやん　part１ 八津　弘幸

冬の狩人 大沢　在昌

銀の夜 角田　光代

北条五代　上・下 火坂　雅志

雪のなまえ 村山　由佳

日曜日は青い蜥蜴 恩田　陸

１００文字ＳＦ 北野　勇作

祇園白川小堀商店いのちのレシピ 柏井　壽

778.8

913.6

913.6

913.6

913.6

B913.6

‐　1　‐

914.6

B913.6

210.5

681.3

324.7

376.1

470

704

495

547.5

594

596

007.3

185.9

諏内　えみ

主婦の友社

分類番号

柳　美里

瀬尾　まいこ

596.6

書名 著者名

（2020年12月18日現在）

書　　　　　　名 著　　者

池井戸　潤

東野　圭吾

（2020年12月18日現在）

１位



ー　２　－

New Year 

Library

Concert

2021

2021年1月17日 ㊐
開場 13：30 開演 14：00 

場所❁小幡記念図書館 研修室

毎年、多くの方に好評いただいている三宅孝治さん・佐知子さん

ご夫妻によるヴァイオリン＆ピアノ演奏会。

本年は、館内の研修室へと場所を変えての開催となります。

小さなお子様も楽しめますので、どうぞお気軽にお越しください。

おふたりが奏でるあたたかな音色を体感してみませんか？

～ 図書館で音楽会 ～

主催❁小幡記念図書館

お問い合わせは 0979-22-0679 へ

※ 今後の新型コロナウィルス感染症拡大の状況によっては、日程の変更や

開催の中止等が生じる場合があります。詳しくは図書館の情報をご確認ください。

観覧

無料

定員

100名



-　３　-

～読書週間　イベント報告～



◆今月のテーマ◆ 「全国SLA絵本委員会選定えほん50（2019-2020）」
　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』✣

―　４　―

ひとりで遊ぶドンドンは、ある

日駄菓子屋で色とりどりのあめ

だまを手に入れる。口に入れる

と、突然まわりの声が聞こえて

きた! 年老いたイヌや、今は亡

きおばあちゃんたちの心の声を

聞くうち、ドンドンの心にも変

化が訪れ…。

驚きのパンダのヒミツがここに

ある!? ここはパンダのためのお

風呂屋さん。やってきたパンダ

の親子は、服を脱ぎはじめ…。

あたたかいユーモアがいっぱい

の絵本。

◆コメント◆

こんな寒い日は、あったかいお風呂♨親子のパンダも銭湯

に。「服を脱いで…」（服きてたの⁉）読み進めるごとに、

えっえっと驚きの連続、パンダの本当の正体が‼

雰囲気は昔なつかしい銭湯。一回読んだ後も、じっくり絵

本の隅々まで見て楽しむことができます。

『パンダ銭湯』
tupera tupera/作 絵本館

『かわうそ3きょうだい』 小峰書店

✿あべ 弘士 さん

『ふたごのしろくま ねえ、おんぶのまき』など

✿ こみや ゆう さん（翻訳家）

◆ 作品の一例 ◆

『ねこのオーランドー3びきのグレイス』

『しょうぼうしのくまさん』『ロベルトのてがみ』など

『ゆげゆげ〜』
さいとう しのぶ／作・絵 教育画劇

『あめだま』
ペク ヒナ／作 ブロンズ新社

月のきれいな秋の夜、川のほと

りに現れたかわうその3きょう

だい。川を泳いで向かった先

は? 旭山動物園で飼育係だった

絵本作家・あべ弘士が、いちば

ん好きな動物、かわうそを描く。

朝ごはんのみそ汁ゆげゆげ〜。

炊きたてごはんもゆげゆげ〜。

パン屋さんの焼きたてパンもゆ

げゆげ〜。給食もゆげゆげ〜。

元気でかわいい湯気たちが立ち

のぼってくるステキな絵本。



　　日時：１月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)

　９日（児童）…「くまのアーネストおじさんとセレスティーヌ

機械じかけのピアノ」

１６日（名作）…「コーリャ　愛のプラハ」

２３日（児童）…「レスキューせんエリアスと海ではたらく仲間たち」

３０日(一般)…「モリのいる場所」

※２日は休館日のため、上映会はお休みです。

　☆日時：１月２０日（水）（毎月第3水曜日） 　☆日時：１月１８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 2/1 2 3 4 5 6

＊開館時間　

小幡記念図書館　…　９：３０～１７：００

分館（三光・本耶馬渓・耶馬溪・山国）

 　  　 …１０：００～１７：００

あかちゃんタイム

図書館上映会

--　5　--

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/

今年はどんな

一年になるので

しょうか

～占ってみよう・

神様にお願いしておこう～



 

2021年1月20日、選考委員会が開かれ、芥川賞・直木賞の受賞作が決定しました。

受賞作品は予約が集中いたしますのでお早目のご予約をおすすめしています。

芥川賞 直木賞

『推し、燃ゆ』 『心淋し川』

宇佐見 りん/著

河出書房新社

西條 奈加/著

集英社

ままならない人生を引きずり、祈るよう
にアイドル上野真幸を推すあかり。あ
る日、真幸がファンを殴って炎上し…。
デビュー作「かか」が三島賞になった
２１歳の第２作。

江戸の片隅、小さなどぶ川沿いに立ち

並ぶ古い長屋。住民たちは人生という

川のどん詰まりでもがいていた…。懸

命に生を紡ぐ人々の切なる願いが胸

にしみる連作時代小説。

『雑誌スポンサー』を募集しています！

◆雑誌スポンサー制度とは
図書館へ雑誌購入代金をご負担していただく代

わりに、その雑誌の最新号のカバーにスポンサー
広告を掲示することが出来る制度です。
雑誌の提供という形で、地域住民への貢献活動

と、高いPR効果が期待できます！

★中津市立図書館では、雑誌スポンサーにご協力いただける法
人・企業・団体等を随時募集しています！
詳細は図書館ホームページ、もしくは小幡記念図書館までおた
ずねください。

お も うら さび がわ



順位 分類番号 予約数 冊数

1 ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人 913.6 41 6

2 「育ちがいい人」だけが知っていること 385.9 19 3

3 ＪＲ上野駅公園口 913.6 14 2

4 境界線 913.6 12 1

美しき凶器 913.6 11 1

オルタネート 913.6 11 3

２位　　 ３位 ４位　　 ５位 ５位

　　　「コーリャ　愛のプラハ」「モリのいる場所」「引っ越し大名！」

　　　「スパイダーマン３」「スロトレ＋」「耳をすませば」

　　　「レスキューせんエリアスと海ではたらく仲間たち」

　　　「くまのアーネストおじさんとセレスティーヌ　機械じかけのピアノ」

　　　「ヒックとドラゴン聖地への冒険」「ちいさなプリンセスソフィア」

以上　1０　点 ※２月下旬からの貸出予定となります。

本は３冊同時に読みなさい 佐藤　優

賢く歳をかさねる人間の品格 坂東　眞理子

逆転の戦国史 砂原　浩太朗

相続対策の「御法度」事例集 相続診断協会

はじめてのNISA＆iDeCo 頼藤　太希

やけに植物に詳しい僕の街のスキマ植物図鑑 瀬尾　一樹

大人女子的カラダのトリセツ 池下　育子

痛くない！疲れない！歩き方の教科書 木寺　英史

新型コロナ自宅療養完全マニュアル 岡田　晴恵

ステキを作る60代からのソーイング　vol.6 ブティック社

パワースープ＆パワーホットサラダレシピ ハイファイブサラダ

0～2歳あそびかた事典 竹内　エリカ

ボールペン字の上品な書き方 浅倉　龍雲

吉永百合子　私の生き方 NHK制作

いとまの雪　上・下 伊集院　静

月と私と甘い寓話（スイーツ） 野村　美月

野良犬の値段 百田　尚樹

ライト・スタッフ 山口　恵以子

男の業の物語 石原　慎太郎

家康　１～６ 安部　龍太郎

あやかしお宿の十二ケ月 友麻　碧

諏内　えみ

778.2

913.6

913.6

913.6

913.6

B913.6

‐　1　‐

914.6

B913.6

210.4

599

324.7

338.8

470

728.9

495

498.3

498.6

593.3

019.9

159.7

東野　圭吾

分類番号

加藤　シゲアキ

（2021年1月16日現在）

5

柳　美里

596

書名 著者名

（2021年1月15日現在）

書　　　　　　名 著　　者

中山　七里

東野　圭吾

１位



◆今月のテーマ◆ 「おやすみ」絵本
今月はねむるまえにぴったりな「おやすみ」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―

たこさん、ソフトクリームさん、

トイレットペーパーさん、まめ

さん…。みんなみんな、おふと

んかけたら、どんな寝相になる

のかな。おやすみ前に親子で

にっこりする絵本。

ハリーは、黒いぶちのある白い

いぬです。なんでもすきだけど、

おふろにはいることだけはだい

きらいでした。ある日、おふろ

にお湯をいれる音がきこえてく

ると…。

◆コメント◆

1964年にわたなべしげおさんの訳で初版が発行されてか

ら、50年以上にわたり多くの人に愛されている本です。シ

ンプルな色づかいで、主人公「黒いぶちのある白い犬のハ

リー」の姿がいきいきと描かれています。ちなみに図書館

には、英語版の『どろんこハリー』（CD付）もあります。

『どろんこハリー』
ジーン・ジオン／ぶん 福音館書店

『赤ちゃんのはなし』 福音館書店

✿ マリー・ホール・エッツ さん

『わたしとあそんで』『もりのなか』など

✿ 渡辺 茂男さん

◆ 作品の一例◆

『しょうぼうじどうしゃじぷた』

『くまたくんのえほん』シリーズなど

『ねんねこ』
ザ・キャビンカンパニー／作・絵 小学館

『おふとんかけたら』
かがくい ひろし／さく ブロンズ新社

鉛筆のしんの先で押したほどの

点(生命のはじまり)が、週単位

で発達していく課程を、実物大

の絵で描写。赤ちゃんが母親の

おなかの中で成長し、あたたか

い家族の一員として迎えられる

までを描きます。

夜になっても眠らないこねこ

ちゃん。それならママと夢の中

で待ち合わせして遊びましょ。

雲の上までとんでいって、お空

で待ち合わせしたり、波の上を

あるいていって、海で待ち合わ

せしたり…。ふたりはどこで待

ち合わせするのかな? 



　　日時：２月６日、２７日(毎週土曜日）

　　　　　　１４：００～

　　場所：視聴覚室　　　　　　　　※１６名限定。先着順

　　(内容)

　６日（児童）…「げんきげんきノンタン

おばけむらめいろ」

２７日（一般）…「喝風太郎」

※１３日は美術館ワークショップ、

　　２０日は美術鑑賞講座のため、上映会はお休みです。

　☆日時：２月１７日（水）（毎月第3水曜日） 　☆日時：２月８日、１５日、２２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 3/1 2 3 4 5 6

＊開館時間　

　　☆日時：２月４日（木）　13：30～15：30 小幡記念図書館　…　９：３０～１７：００
　　☆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  　  　 …１０：００～１７：００

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/



 

全国書店員が選んだ いちばん！売りたい本

2021年1月17日（日）図書館の研修室にて、三宅孝治さん、佐知子

さんによるヴァイオリン・ピアノの演奏会が行われました。

みなさん、お二人の素敵な演奏に感動されていました。

※会場では感染症対策を十分に行い実施しました。



順位 分類番号 予約数 冊数

1 ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人 913.6 35 6

2 推し、燃ゆ 913.6 33 3

3 心淋し川 913.6 25 4

4 オルタネート 914.6 17 3

5 境界線 913.6 14 3

5 JR上野駅公園口 913.6 14 2

２位　　 ３位 ４位　　 ５位 ５位

　　　「喝風太郎！！」「柘榴坂の仇討」「ゴッホとヘレーネの森」

　　　「花戦さ」「プリンセスとドラゴンの魔法の本」

　　　「げんきげんきノンタン　おばけむらめいろ」

　　　「映画ひつじのショーン　ＵＦＯフィーバー！」

　　　「ムーラン」

以上　８　点 ※３月下旬からの貸出予定となります。

できるゼロからはじめるiPhone 12/12 mini/SE超入門 法林　岳之

ほっとする神社とお寺図鑑 八木　透

日本はこうしてつくられた 安部　龍太郎

金融のしくみがこれ1冊でしっかりわかる教科書 伊藤　亮太

密にならないクラスあそび120 樋口　万太郎

お墓の建て方・祀り方、墓じまいまで 主婦の友社

タコは海のスーパーインテリジェンス 池田　譲

図解ですぐわかる自力でみるみる改善！脂肪肝 栗原　毅

不調を知らせるカラダサイン図鑑 工藤　孝文

ポリ袋で簡単、おいしいはじめてのみそ作り 真藤　舞衣子

こっそりマスク内美容 川上　愛子

肉×野菜のそそる！おかず 市瀬　悦子

キッチンからはじめる再生栽培 原　由紀子

366日風景画をめぐる旅 海野　弘

ばあさんは15歳 阿川　佐和子

元彼の遺言状 新川　帆立

紅蓮の雪 遠田　潤子

ラスプーチンの庭 中山　七里

終の暮らし 曽野　綾子

幼なじみ　新・居眠り磐音 伊岡　瞬

神様の御用人　9 浅葉　なつ

宇佐見　りん

723.3

913.6

913.6

913.6

913.6

B913.6

‐　1　‐

914.6

B913.6

210.3

596.3

338

374.1

385.9

626.9

484.7

493.4

495

588.6

007.6

175.9

中山　七里

分類番号

柳　美里

（2021年2月12日現在）

西條　奈加

595

書名 著者名

（2021年2月15日現在）

書　　　　　　名 著　　者

加藤　シゲアキ

東野　圭吾

１位



◆今月のテーマ◆ 「むかしむかし」の絵本

今月は昔話や昔のことについて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―

おばあさんが川で洗濯をして

いると、大きな桃が流れてき

た。中にはかわいい男の子が。

「ももたろう」と名付けられ

た男の子は立派に成長し…。

力強い絵とともに真の昔話の

面白さが味わえる絵本。

どうして、子供だけはやく寝な

くちゃいけないの? どうして

弟が悪いのにわたしばっかり怒

られるの? 大人にちゃんと文

句をいって、ズルいのをやめて

もらおう! ヨシタケシンスケの

ユーモア絵本。

◆コメント◆

「大人はズルい！」と娘に不満をぶつけられるパパの、

ユーモアあふれる回答（言い訳⁉）が楽しい絵本です。

子どもも大人も共感できたり、くすりと笑えること間

違いなし！最後のページは子どものかわいさにほっこ

りしますよ。

『ふまんがあります』
ヨシタケ シンスケ／作・絵 PHP研究所

『あおいくも』 ブロンズ新社

✿ トミー・ウンゲラー さん

『へびのクリクター』『すてきな三にんぐみ』

✿ 降矢 なな さん

◆ 作品の一例◆

『ナミチカのきのこがり』『ちょろりんととっけー』

『うそうそかわうそのむかしばなし』
はやし ますみ／作 小学館

『ももたろう』
松居 直／文 福音館書店

昔、小さなあおいくもがいた。

くもは幸せで満ち足りていて、

雨を降らせない。しかしあると

き、地上が争いごとに満ちてい

ることに気付き、心を痛めた小

さなくもは大事な決心をした…。

落語家に扮するかわうそが、

うそかほんとか、動物たちの

名前の由来にまつわる小咄を

一席うかがいます。大らかな

タッチで自然や生きものをの

びのびと描き出す、おもしろ

言葉遊び絵本。



　　日時：３月６日、１３日、２０日、２７日(毎週土曜日）

　　　　　　１４：００～

　　場所：視聴覚室　　　　　　　　※１６名限定。先着順

　　(内容)

　６日（一般）…「９人の翻訳家　囚われたベストセラー」

１３日（児童）…「ロイヤルコーギー」

２０日（名作）…「妻の愛、娘の時」

２７日（児童）…「おしりたんてい⑪」

　☆日時：３月１７日（水）（毎月第3水曜日） 　☆日時：３月８日、１５日、２２日、２９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 4/1 2 3

＊開館時間　

　　☆日時：３月４日（木）　13：30～15：30 小幡記念図書館　…　９：３０～１７：００
　　☆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  　  　 …１０：００～１７：００

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/


