
その他の駐車地は今年度の運行表をご覧ください。

木曜日　　Ｂコース

旧駐車地

➡
駐車時間

双葉中央こども園

和田コミュニティーセンター

新駐車地

鶴居文化センター

和田公民館

11：10～11：30

15：50～16：10

ほんたろう

本からうまれた

4月23日から5月12日はこども読書週間です。図書館ではさまざまな子ども向け
イベントを開催します。みなさんのご参加をお待ちしています。

※詳細はP.3をごらんください

火曜日の定期休館日、４月３０日（金）の
月末図書整理日は休館いたします。
上記以外の祝日は開館しています。
みなさまのご来館をお待ちしております。

日 月 火 水 木 金 土

4/25 26 27 28 29 30 5/1

2 3 4 5 6 7 8

“ほんたろう”といっしょ
に仲間を集めて本がきらい
な鬼を本好きにしよう！

【期間】4/2(金)～5/12(水)

【景品】ほんたろうと仲間たち

【対象】未就学児向け
【場所】小幡記念図書館 研修室

予約制各回10組限定
【日時】4月26日(月)

第１部…10：00～10：30

第２部…11：00～11：30

おすすめの本を書いて
木に花を咲かせて満開に
しよう！

【期間】4/23(金)～5/12(水)
【景品】しおり

袋の中に絵本が３冊入っ
ています。
なにがはいっているのか
は借りてからのおたのし
み♪
※無くなり次第終了



順位 分類番号 予約数 冊数

1 推し、燃ゆ 913.6 33 5

2 ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人 913.6 26 7

3 心淋し川 913.6 23 4

4 オルタネート 913.6 20 3

5 あきない世傳　金と銀　１０ 913.6 12 2

6 その扉をたたく音 913.6 10 2

２位　　 ３位 ４位　　 ５位 ６位

　　　「９人の翻訳家　囚われたベストセラー」「閉鎖病棟」

　　　「カツベン！」「プラチナデータ」「妻の愛、娘の時」

　　　「ロイヤルコーギ」「おしりたんてい⑪」

　　　「手話で楽しむ絵本」

以上　８　点 ※４月下旬からの貸出予定となります。

大きな字でわかりやすいパソコン入門 AYURA

精神科医・モタ先生の心が晴れる言葉 斎藤　茂太

傑物が変えた世界史　上・下 アラン・ドゥコー

お金の学校 坂口　恭平

保健室から見える親が知らない子どもたち 桑原　朱美

野の花拡大図鑑 岩槻　秀明

家族のための認知症ケア 繁田　雅弘

免疫は発酵食品でぐんぐんあがる 金城　実

理想の暮らしをかなえる50代からのリフォーム 水越　美枝子

ちょっとおしゃれでずっと元気に暮らす 村上　祥子

かんたん園児のおべんとう 阪下　千恵

家庭でできるおいしい柑橘づくり12か月 三輪　正幸

鳥獣戯画のヒミツ 宮川　禎一

緊急事態宣言の夜に さだ　まさし

代理母、はじめました 垣谷　美雨

麦本三歩の好きなもの　第2集 住野　よる

うしろむき夕食店 冬森　灯

湯どうふ牡丹雪 山本　一力

嘘かまことか 平岩　弓枝

三つ巴　新・酔いどれ小籐次　20 佐伯　泰英

レッド・イカロス 吉川　英梨

東野　圭吾

767.8

913.6

913.6

913.6

913.6

B913.6

‐　1　‐

914.6

B913.6

280.4

625.3

330.4

371.4

470

721.2

493.7

498.5

527

590.4

007.6

159

高田　郁

分類番号

瀬尾　まいこ

（2021年3月18日現在）

西條　奈加

596.4

書名 著者名

（2021年3月18日現在）

書　　　　　　名 著　　者

加藤　シゲアキ

宇佐見　りん

１位



◆今月のテーマ◆  ”せいかつ”の絵本
今月は身近な「生活」のあれこれに関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』✣

―2―

てあらいだいすき、あらいくん。

きょうもげんきにてをあらいま

す。ジャブジャブ、チュパチュ

パ、クチュクチュ、グニュグ

ニュ、ピチャパッパ！歌いなが

ら楽しく手洗いしよう。目に見

えないウイルスの存在を伝える

ユーモア生活絵本。

パンどろぼうは、おいしいパン

を食べるのが大好き。ある日、

パンどろぼうは、森の中で「せ

かいいちおいしい」と書いてあ

るパン屋さんを見つけた。さっ

そくパン屋にしのびこんで、焼

き立てパンをぬすんだけれど…。

◆コメント◆

表紙の食パン、顔もあるし、手足もある。いったいパン

に化けているのは誰だろう？と思いながら読むのが楽し

い絵本です。パンどろぼうのおうちやパンやさんに並ん

でいるパンなど見どころいっぱいで何度読んでも楽しめ

ます。

『パンどろぼう』
柴田 ケイコ／作 KADOKAWA

『あむ』 アリス館

★ 小風 さち さん

『わにわにのおふろ』『よ・だ・れ』など

★飯野 和好 さん

◆ 作品の一例◆

『ねぎぼうずのあさたろう』シリーズ、

『くろずみ小太郎旅日記』シリーズなど。

『あらいくん』
中川 ひろたか／文 世界文化社

『ピカピカだいさくせん！』
いだ のりこ／さく 婦人之友社

飼い主のかっちゃんのことが好

きで好きでたまらない犬のあむ。

ある日あむは、かっちゃんを

追ってひとりで海に向かい…。

あむは無事に海に行くことがで

きるのか?

元気いっぱいの小学生はなちゃん

はちょっぴりめんどくさがりやさ

ん。ある朝、はなちゃんの“つく

え”が家出をしてしまいました。

しょんぼりするはなちゃんを助け

てくれたのは、妖精のぴかりん。

さあ、つくえピカピカ大作戦のは

じまりです！



-　3　-

本から生まれた”ほんたろう”と

いっしょに仲間を集めて

本がきらいな鬼を本好きにしよう！

３冊目…サル、６冊目…イヌ、９冊目…キジ

１９冊…”鬼”

用紙配布期間：４月２日（金）～ ５月１２日（水）

景品交換期間：４月２３日（金）～ ５月１２日（水）

本で仲間を集めて鬼退治！

ほんたろう

ほん なかま あつ おにたいじ

ほん

さつめ

う

なかま あつ

ほん ほんずきおに

さつめ さつめ

絵本の おたのしみ袋

年齢に合わせたオススメの絵本が３冊入っています。

どんな本が入っているのかおたのしみに♪

内容：２さい から 中学年 向けの絵本

期間：４月２３日（金）～ ５月１２日（水）

※なくなり次第終了です

えほん ふくろ

ねんれい あ えほん さつ

はいほん

しだいしゅうりょう

えほんちゅうがくねん む

オススメの本を書いて、たくさんの花を咲かせよう！

書いてくれた人には”しおり”をプレゼント！

期間：４月２３日（金）～ ５月１２日（水）

みんなで 花を 咲かせよう！
はな さ

かほん はな さ

か ひと

予約制各回10組限定

未就学児向けのおはなし会を開催します！

【場所】小幡記念図書館 研修室

【日時】 ４月２６日（月）

第一部…１０：００～１０：３０

第二部…１１：００～１１：３０



-　4　-

『じごくにアイス』
ナカオ マサトシ/文 ＫＥ

『こども六法』
山崎 聡一郎/文 Ｋ３２０

『おうさまのこどもたち』
三浦 太郎/文 ＫＥ

『オニのサラリーマン』
富安 陽子/文 ＫＥ

『ピーターラビットのおはなし』
ビアトリクス・ポター/さく・え ＫＥ

『パパはわるものチャンピオン』
板橋 雅弘/文 ＫＥ

パパの仕事は悪者プロ
レスラー。正義の味方と
闘って、やっつけられて
しまうんだ。でも、今日
のタイトルマッチでは、
悪の限りを尽くして勝利
した。ぼくはうれしい、で
も…。

あるところに４ひきの小さ
なうさぎがいました。名前
はフロプシーにモプシーに
カトンテールにピーターと
いいました。いたずらっこ
のピーターは、おひゃく
しょうのマグレガーさんの
畑にしのびこみ…。

赤鬼のオニガワラ・ケンは、
地獄カンパニーのサラリー
マン。毎日、スーツでび
しっと決めて、満員バスで
出勤します。今日の仕事
は、血の池地獄の監視。
真っ赤な血の池に浮かん
でいる、亡者たちの見張り
につきましたが…。

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
の様子が細かく描かれ
た楽しい絵本。

法律はみんなを守るた
めにある。知っていれば
大人に悩みを伝えて解
決してもらうのに役立つ
よ。いじめ、虐待に悩ん
でいるきみへ、楯となる
法律について、イラスト
とやわらかい言葉で解
説する。

アイス屋のこたろうが、
バナナの皮ですべって
すってんころりん。目を
覚ますと、そこは見たこ
ともない川のそば。鬼に
案内されるまま、閻魔さ
まのところに行くと、なに
やら大騒ぎで…。こたろ
うがあの世に行って、
帰ってくる話。

こどもの読書週間とは？

子どもたちにもっと本を！との願いから、「こどもの読書週間」は1959年

（昭和34年）にはじまりました。

小さいときから本を読む楽しさを知っていることは、子どもが大きくなるた

めにとても大切なことです。「こどもの読書週間」のあいだ、図書館や本屋

さん、学校などでは、読み聞かせや人形劇などの楽しい行事がいっぱい行

われます。「こどもの読書週間」は、大人が本を子どもに手渡す週間でもあ

るのです。



　　日時：４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（児童）…「くまのがっこう　パティシエ・ジャッキーと

おひさまのスイーツ」

１０日（一般）…「ばあばは、だいじょうぶ」

２４日（児童）…「忍たま乱太郎の宇宙大冒険

地球の段・はやぶさ２の段」

※１７日（土）は美術鑑賞講座のためお休みです

　☆日時：４月２１日（水）（毎月第3水曜日） 　☆日時：４月５日、１２日、１９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 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 5/1

＊開館時間　

　　☆日時：４月８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

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/



 

ほんたろう

本からうまれた

4月23日から5月12日はこども読書週間です。図書館ではさまざまな子ども向け
イベントを開催しています。みなさんのご参加をお待ちしています。

自分の人生を家族に搾
取されてきた女性・貴
瑚と、母に虐待され
「ムシ」と呼ばれた少
年。孤独ゆえ愛を欲し、
裏切られてきた彼らが
出会う時、新たな魂の
物語が生まれる-。

“ほんたろう”といっしょに
仲間を集めて本がきらいな鬼を
本好きにしよう！

【期間】4/2(金)～5/12(水)

【景品】ほんたろうと仲間たち(折り紙)
台紙に貼って鬼を本好きにしよう！

おすすめの本を台紙(花)に
書いて木に花を咲かせて
満開にしよう！

【期間】4/23(金)～5/12(水)
【景品】しおり

舞台は大分県！



順位 分類番号 予約数 冊数

1 52ヘルツのクジラたち 913.6 32 5

2 推し、燃ゆ 913.6 28 5

3 ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人 913.6 23 7

4 心淋し川 913.6 21 4

5 魂手形　（三島屋変調百物語七之続） 913.6 20 5

6 白鳥とコウモリ 913.6 19 6

２位　　 ３位 ４位　　 ５位 ６位

　　　「ばあばは、だいじょうぶ」「アルキメデスの大戦」

　　　「楽園」「イーディ、83歳はじめての山登り」

　　　「くまのがっこうパティシエ・ジャッキーとおひさまのスイーツ」

　　　「忍たま乱太郎の宇宙大冒険　地球の段・はやぶさ２の段」

　　　「リトルフット」

以上　７　点 ※５月下旬からの貸出予定となります。

スマホで困ったときに開く本　2021-2022 朝日新聞出版

55歳、大人のまんなか 広瀬　裕子

三国志入門 宮城谷　昌光

ＢＵＮＧＯ食べ歩きＢＯＯＫ　2021-2022 おおいたｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝﾊｳｽ

世界はいつでも不安定 内藤　陽介

今さら聞けない投資の超基本 泉　美智子

スマホ脳 アンデシュ・ハンセン

手術数でわかるいい病院　2020 朝日新聞出版

わたしの理想のキッチン 雅姫

藤井恵さんのむずかしくないお魚レシピ 藤井　恵

ママとパパのあかちゃんと子どもの病気・ホームケア事典 岡本　光宏

草花の「困った！」解決ナビ 室谷　優二

カラーボールペン画入門 オガワ　ヒロシ

それでも僕は歩き続ける 田中　陽希

正欲 朝井　リョウ

大義 今野　敏

白鳥とコウモリ 東野　圭吾

ドキュメント 湊　かなえ

ひとりなら、それでいいじゃない。 曽野　綾子

本所おけら長屋　16 畠山　健二

稲荷書店きつね堂　4　（アヤカシたちの奮闘記） 蒼月　海里

宇佐見　りん

786

913.6

913.6

913.6

913.6

B913.6

‐　1　‐

914.6

B913.6

222.0

627

291.9

319

338.1

725.6

491.3

498.1

527.3

596.3

007.6

159.7

宮部　みゆき

分類番号

東野　圭吾

（2021年4月15日現在）

東野　圭吾

598.3

書名 著者名

（2021年4月16日現在）

書　　　　　　名 著　　者

西條　奈加

町田　そのこ

１位



◆今月のテーマ◆  ハンデについて考える絵本

今月はハンディキャップについて理解を深め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―

ゆうこさんは、生まれたときか

ら目がよく見えません。大好き

な本を読むときは、いつも

「ルーペ」をつかいます。ゆう

こさんの「ルーペ」が不思議で

仕方ないはやたくんは…。実話

をもとにした、障害とは何かを

身近に考える絵本。

絵から絵へ。ページをめくって、

つながる絵を見つけ、しりとりで

遊ぼう。最後のページにつながっ

たら、「ん」でおしまい！ 字の読

めない小さな子も楽しめる「しり

とり」の絵本。

◆コメント◆

小さな子から大人まで、何度も繰り返ししりとり遊びが

できる楽しい絵本です。一つひとつの絵が美しく、ペー

ジをめくって眺めるだけでも楽しめます。

『しりとり』
安野 光雅／作・絵 福音館書店

『プリンちゃん』 金の星社

🌼なかがわ ちひろ さん

『天使のかいかた』『おたすけこびと』シリーズ

🌼 柴田 ケイコ さん

◆ 作品の一例 ◆

『おいしそうなしろくま』シリーズ

『ポメちゃん』『パンどろぼう』など

『ゆうこさんのルーペ』
多屋 光孫／文・絵 合同出版

『みんな、ワンダー』
R.J.パラシオ／作・絵 アルファポリス

お菓子の国のプリンちゃん。お

しゃれをして、プリンアラモード

のお姫様に変身。プリンちゃんは

ごきげんでおでかけ。ちょうちょ

やバッタを追いかけているうちに、

身につけたものが取れていって…。

ぼくはふつうの子どもじゃない。

ほかの子と見た目がちがう。ママ

は「あなたはワンダー、奇跡(き

せき)の子よ」って言う。だけど、

そう思わない人たちもいるんだ。

ぼくのことをじろじろ見たり、悪

口を言う人もいる。そういう時、

ぼくはヘルメットをかぶり…。



-　3　-

本から生まれた”ほんたろう”と

いっしょに仲間を集めて

本がきらいな鬼を本好きにしよう！

３冊目…サル、６冊目…イヌ、９冊目…キジ

１９冊…”鬼”

用紙配布期間：４月２日（金）～ ５月１２日（水）

景品交換期間：４月２３日（金）～ ５月１２日（水）

本で仲間を集めて鬼退治！

ほんたろう

ほん なかま あつ おにたいじ

ほん

さつめ

う

なかま あつ

ほん ほんずきおに

さつめ さつめ

絵本の おたのしみ袋

年齢に合わせたオススメの絵本が３冊入っています。

どんな本が入っているのかおたのしみに♪

内容：２さい から 中学年 向けの絵本

期間：４月２３日（金）～ ５月１２日（水）

※なくなり次第終了です

えほん ふくろ

ねんれい あ えほん さつ

はいほん

しだいしゅうりょう

えほんちゅうがくねん む

オススメの本を書いて、たくさんの花を咲かせよう！

書いてくれた人には”しおり”をプレゼント！

期間：４月２３日（金）～ ５月１２日（水）

みんなで 花を 咲かせよう！
はな さ

かほん はな さ

か ひと

小幡記念図書館ではこども読書週間イベントを
開催しています。



-　4　-

『ぼくとニケ』
片川 優子/著 Ｋ９１３

『教室はまちがうところだ』
蒔田 晋治/作 ＫＥ

『わくわく！
たのしいまいにちのつくりかた』

すみもと ななみ/絵 ＫＥ

『ペロのおしごと』
樋勝 朋巳/作 ＫＥ

『気がつけば動物学者三代』
今泉 忠明/著 Ｋ４８０

『１０かいだてのおひめさまのおしろ』
のはな はるか/文 ＫＥ

おひめさまに憧れてい
る女の子のもとに、お城
からパーティの招待状
がとどきました。テディ
ベアに案内された女の
子が、10階建てのお城
に入ると…。華やかなア
イテム選びが楽しい、夢
が広がる絵本。

ネズミやヘビやコウモリが
ウロチョロする家。哺乳類
を捕まえるだけでなく、標
本作りもマスターした小学
生時代…。父も兄も息子も
動物学者という著者が、
生の動物エピソードととも
に、動物学者になるまで
の道のりを語る。

犬のペロは飼い主の“お
かあさん”が大好き。“お
かあさん”にネックレスをプ
レゼントするために、ペロ
はお仕事を探しに出かけ
ます。果たしてペロはプレ
ゼントをあげることができ
るのでしょうか？

友達を羨んでばかりの
「ぼく」の前に突然現れ
たかみさま。かみさまは、
毎日がわくわく楽しくな
る方法を優しく教えてく
れる。それは、「本当の
自信」を身につけること
で…。

教室はまちがうところだ。
みんなどしどし手をあげ
て まちがった意見を言
おうじゃないか まち
がった答えを言おうじゃ
ないか-。
蒔田晋治の詩が絵本に。
まちがうことなんか、こ
わくない！そんな教室を
作ろうやあ。

５年生で突然登校拒否
になった幼なじみの仁
菜が、薄汚れた子猫を
拾い、ぼくの家へ連れて
きた。自分の家で飼えな
い仁菜にかわり、ぼくと
家族がお世話すること
になり…。獣医師が描く、
子猫のニケとぼくの大切
な話。

図書館をもっと身近に暮らしのなかに

4月３０日は図書館記念日、つづく５月１日～５月３１日は、図書館振興の
月です。

1950（昭和２５）年４月３０日に図書館法が公布され、その日を記念して４
月３０日を「図書館記念日」としています。
つづく５月１日～５月３１日は図書館振興の月です。図書館員が連帯しな
がら、社会との結びつきを強め、アイデアを出し合い、図書館振興のプログ
ラムを進めようとするものです。
「図書館をもっと身近に暮らしのなかに」という言葉の通り図書館を身近
に感じていただけるように努めて参ります。



　　日時：５月１日、８日、１５日、２２日、２９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）…「みをつくし料理帖　スペシャル」

　８日（児童）…「おしりたんてい⑫」

１５日（名作）…「ローマに消えた男」

２２日（児童）…「ピーターパンと魔法の本」

２９日（一般）…「ある町の高い煙突」

　☆日時：５月１９日（水）（毎月第3水曜日） 　☆日時：５月１０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 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 6/1 2 3 4 5

　　☆日時：５月６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　…　９：３０～１７：００
　　　　　　　 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

--　5　--

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/



 

昨年の年間貸出ベスト１０！文学賞受賞作や人気の作家がランクインしています。どの本を読もうか悩んだ時
は貸出や予約で人気の本を選んでみてはいかがでしょうか。

4/23～5/12はこども読書週間でした。図書館で開催した子ども向けイベントの
様子をご紹介します。参加していただいた皆さん、ありがとうございました！

愛ではない。けれどそば
にいたい＿。再開すべき
ではなかったかもしれな
い男女がもう一度出会っ
たとき、運命は周囲の人
を巻き込みながら疾走を
始める。新しい人間関係
への旅立ちを描いた長編
小説。
2020年本屋大賞受賞作

“ほんたろう”といっしょ
に仲間を集めて本がきらい
な鬼を本好きにしよう！

手帳型の冊子が好評で、200
部ほどがあっという間に無くな
りました！景品の配布は終了し
ましたが、お持ちの方はぜひ借
りた本の記録用に使ってくださ
い。

年齢に合わせたおすすめの絵本が
３冊入ったおたのしみ袋。何がは
いっているのかは借りてからのお
たのしみ♪
袋には司書手作りのヒントが！
借りた袋にはどんな絵本が入って
いましたか？

↑景品受取第一号‼
おすすめ本の一例
『しんごうきピコリ』
『ルルとララのスイートポテト』
『スタジオジブリたべものいっぱい』
『しょくいんしつの日曜日』
『バーバパパ』
『ピカチュウげんきでチュウ！』
『サイモンはねこである』
『じしんつなみどうするの』
『うっかりおじさん』
『片倉小十郎』 合計 52冊

ほんたろう

本からうまれた

木にたくさん
のお花が咲き
ました✿✿



順位 分類番号 予約数 冊数

1 52ヘルツのクジラたち 913.6 61 6

2 白鳥とコウモリ 913.6 46 6

3 魂手形　（三島屋変調百物語七之続） 913.6 26 5

4 推し、燃ゆ 913.6 21 5

5 ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人 913.6 20 7

6 心淋し川 913.6 18 4

２位　　 ３位 ４位　　 ５位 ６位

　　　「ローマに消えた男」「みをつくし料理帖スペシャル」

　　　「ある町の高い煙突」「嘘八百　京町ロワイヤル」

　　　「ピーターパンと魔法の本」

　　　「おしりたんてい⑫」「崖の上のポニョ」

以上　７　点 ※６月下旬からの貸出予定となります。

エクセル方眼紙で文書を作るのはやめなさい 四禮　静子

「具体⇔抽象」トレーニング 細谷　功

偉人たちの人生図鑑 山崎　圭一

おおいた女子旅　2021-2022 おおいたｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝﾊｳｽ

警視庁科学捜査官 服藤　恵三

老後の年表 横手　彰太

子どもと一緒に覚えたい木の実の名前 小南　陽亮

誤嚥性肺炎を防ぐ安心ごはん 菊谷　武

大人になったら、着たい服　2021春夏 主婦と生活社

有賀薫の豚汁レボリューション 有賀　薫

うちで作るからあげがウマい！ からあげ生活倶楽部

食べられる庭図鑑 良原　リエ

デザイン書道マニュアル 美登　英利

阿川佐和子のこの棋士に会いたい 阿川　佐和子

曲亭の家 西條　奈加

小説8050 林　真理子

エレジーは流れない 三浦　しをん

おじさんはどう生きるか 松任谷　正隆

これで暮らす 群　ようこ

さらさら鰹茶漬け　居酒屋ぜんや10 坂井　希久子

神様の御用人　10 浅葉　なつ

東野　圭吾

796.0

913.6

913.6

913.6

914.6

B913.6

‐　1　‐

914.6

B913.6

281.0

626.9

291.9

317.7

367.7

728

471.1

498.5

589.2

596.2

007.6

141.5

東野　圭吾

分類番号

西條　奈加

（2021年5月17日現在）

宮部　みゆき

596.3

書名 著者名

（2021年5月16日現在）

書　　　　　　名 著　　者

宇佐見　りん

町田　そのこ

１位



◆今月のテーマ◆おいしそう！な絵本

みているだけでヨダレがでちゃう！？今月は「おいしそう！」な絵本です♪

✣ 今月の『司書が選んだ一冊』✣ ✣ 今月の『絵本作家さん』✣

―2―

うどん屋さん、スパゲッティ屋

さん、おそば屋さん、ラーメン

屋さんで何食べる? きつねうど

ん、ナポリタン、ざるそば…。

あたたかな湯気やだしの香りが

漂ってきそうな、おいしい「め

ん料理」がいっぱいの絵本。

おじさんはこれからお出かけ。

準備をはじめるけど、みつから

ないものがあって…。おじさん

のさがしものを手伝おう！おじ

さんの上品で真面目なおとぼけ

ぶりが楽しいスウェーデンの絵

本。

◆コメント◆

どんなに気をつけててもやってしまう。忘れ物に気づいた

時の焦ったり悔しかったりするイヤーな気持ち。そんな気

持ちをこの本はくすっと笑いに変えてくれます。うっかり

おじさんの反省を生かして私達はもう一度だけ確認！元気

にまた出かけましょう。

『うっかりおじさん』
エマ・ヴィルケ／作 朔北社

『ちいさなかえるくん』 福音館書店

★ 甲斐 信枝さん

『雑草のくらし』『ぼくはたね』など

★ accototo さん

◆ 作品の一例 ◆

『そんなにみないでくださいな』『ぼくくま』

『ぎょうれついろいろ』など

『めんたべよう！』
小西 英子／さく 福音館書店

『こんやはてまきずし』
五味 ヒロミ／作 岩崎書店

おなかをすかせた、ちいさなか

えるくん。ちょうちょを追いか

けても、くもを追いかけても、

逃げられてばかり。こわいくま

んばちや、へびも現れて…。か

えるくんは、無事に食べものに

ありつけるでしょうか?

今夜の晩ごはんは、手巻き寿司。

サーモン、まぐろ、いか、たこ、

イクラ、なっとう、たくあん、ハ

ンバーグ!? 家族みんなで、どん

どん巻こう！手巻き寿司の楽しい

絵本。



　　日時：６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（児童）…「シンデレラ　秘密のプリンス」

　１２日（一般）…「永遠のニシパ」

　２６日（一般）…「ふたりの旅路」

※１９日は美術鑑賞講座のためお休みです。

　☆日時：６月１６日（水）（毎月第3水曜日） 　☆日時：６月７日、１４日、２１日、２８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 3

　　☆日時：６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の背景、 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

--　5　--

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/



 

・『貝に続く場所にて』 石沢 麻依/著 （群像6月号掲載）

・『氷柱の声』 くどう れいん/著 （群像4月号掲載）

・『水たまりで息をする』 高瀬 隼子/著 （すばる3月号掲載）

・『オーバーヒート』 千葉 雅也/著 （新潮6月号掲載）

・『彼岸花が咲く島』 李 琴峰/著 （文學界3月号掲載）

芥川賞 ノミネート作品

小幡記念図書館では７月７日の七夕に合わせて、七夕飾りを飾っております。
短冊をご用意しておりますので、ご自由に利用してください。

直木賞とは、新進・中堅作家によるエンターテイメント作品の単行本の中から選ばれます。

直木賞 ノミネート作品

芥川賞とは、雑誌に掲載された、新進作家による純文学の中・短編作品の中から選ばれます。



順位 分類番号 予約数 冊数

1 52ヘルツのクジラたち 913.6 62 6

2 白鳥とコウモリ 913.6 45 6

3 小説8050 913.6 34 5

4 魂手形（三島屋変調百物語７） 913.6 20 5

5 エレジーは流れない 913.6 18 3

6 推し、燃ゆ 913.6 17 5

２位　　 ３位 ４位　　 ５位 ６位

　　　「シリーズにっぽん農紀行　ふるさとに生きる⑥」

　　　「令和２年度アイヌ文化伝承活動アーカイブス「技」vol.5」

　　　「いいね！光源氏くん①②」「パブリック図書館の奇跡」

　　　「シンデレラ　秘密のプリンス」「アナと雪の女王２」

以上　７　点 ※７月下旬からの貸出予定となります。

政治と報道 上西　充子

幸せな人生のつくり方 坂東　眞理子

戦争というもの 半藤　一利

日帰り温泉　2021　九州 昭文社

14歳の自分に伝えたい「お金の話」 藤野　英人

男性育休の教科書 日経xwoman

方向音痴って、なおるんですか？ 吉玉　サキ

新型コロナワクチンQ＆Ａ100 コロワくんサポーターズ

ゆったりステキな、シニアのワンピース ブティック社

みんなの買い物大全 心地よい暮らし研究会

ゼリー・プリン・ババロア・ムース 福岡　直子

はじめてのコンテナ野菜づくり図鑑90種 北条　雅章

岸惠子自伝 岸　惠子

0歳からはじめる子育ての英語 酒井　文秀

薔薇のなかの蛇 恩田　陸

琥珀の夏 辻村　深月

黒牢城 米澤　穂信

幕張少年マサイ族 椎名　誠

愛に始まり、愛に終わる 瀬戸内　寂聴

これは経費で落ちません！　8 青木　祐子

隠れ蓑　（新・秋山久蔵御用控　10） 藤井　邦夫

林　真理子

596.6

書名 著者名

（2021年6月11日現在）

書　　　　　　名 著　　者

宮部　みゆき

町田　そのこ

596

070.2

159

三浦　しをん

分類番号

宇佐見　りん

（2021年6月17日現在）

B913.6

210.7

626.9

291.9

330.4

366.3

778.2

448.9

493.8

593.3

東野　圭吾

837.8

913.6

913.6

913.6

914.6

B913.6

‐　1　‐

917

１位



◆今月のテーマ◆   大人も楽しめる絵本
絵本って奥が深いんです。大人も一緒にたのしみましょう♪

✣ 今月の『司書が選んだ一冊』✣ ✣ 今月の『絵本作家さん』✣

―2―

親でいることの幸福、喜び、

不安、痛み、そして子どもへ

の思い-。普遍の真実がシンプ

ルな言葉で語りつくされる。

すべてのおかあさんとその子

どもたちに贈る、母であるこ

とのすべてがつまった絵本。

旅するかき氷やのカメレオン。世

界中で集めた、色とりどりのシ

ロップが店のじまん。元気のない

サルくんには、レモンやバナナ、

はちみつの黄色いシロップの太陽

かき氷を差し出す。かき氷を食べ

ると、すてきなことが起こり…。

◆コメント◆

暑い夏に食べたいものといえば、ひんやり冷たいかき氷。

この絵本のカメレオンが作るかき氷は、お客さまにぴった

りの色のシロップで元気にしてくれます。かき氷のネーミ

ングもおしゃれ。私も作ってもらいたい！絵のタッチも素

敵です。当館に谷口智則さんの絵が展示されています。

探し絵絵本としても楽しめますよ。

『カメレオンのかきごおりや』
谷口 智則／作 アリス館

『どんぐりむらのぼうしやさん』 学研プラス

★ なかや みわさん

『そらまめくんのベット』シリーズ

『くれよんのくろくん』シリーズ など

★ 樋勝 朋巳 さん

◆ 作品の一例◆

『きょうはマラカスのひ』『ペロのおしごと』など

『セミ』
ショーン・タン／著 河出書房新社

ぽー、ちい、くりんのどんぐ

り3粒が、新しいぼうしやさ

んを開店。ところがお客さん

は、さっぱり来ません。そこ

で、ぽーが、おしらせのはり

がみをはりに行くと…。

人間と一緒に会社で働くセミ。

誰からも認められず昇進もせず、

それでも17年間コツコツと働

いてきたが、定年を迎え、仕事

も家もお金もないセミは、ビル

の屋上へ行き…。静かで過激な

大人向け絵本。

『ちいさなあなたへ』
アリスン・マギー／ぶん 主婦の友社



夏休み期間（７月２０日～８月２４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。

☆　Ａコース

☆　Ｂコース

１３：１０～１３：４０（時間変更なし）

時間
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曜日 駐車地

金曜日 「大幡小学校」　→　「聖ヨゼフ寮」

曜日 駐車地 時間

１３：００～１３：３０（時間変更なし）

１３：１０～１３：４０（時間変更なし）

　　　　「小楠小学校」　→　「尚武館：
　　　　　　　　　　　　（小楠児童クラブひまわり）」

金曜日 「如水小学校」　→　「如水こども園」

水曜日

掃除

『ラクラクお掃除
新津式
汚れ落とし術』

新津 春子/著

移動図書館車 運行表変更のおしらせ

『たたかう免疫』

NHKスペシャル
取材班/著

『困ったときの
おへやあそび』

近藤 理恵/著

『ズドン!とウマい
やっこ豆腐』

きじまりゅうた/著

『サカタフルーツ
パーラー』

坂田阿希子/著

『ヨーグルトの
冷たいお菓子
と焼き菓子』

若山 曜子/著

『満月珈琲店の
星詠み』

望月 麻衣/著

『人間椅子』

江戸川乱歩/著

『トロイメライ』

村山 早紀/著

『ひんやりと、
甘味』

阿川 佐和子/

『祈りのカルテ』

知念実希人/著

『夏への扉』

ロバート・Ａ・
ハインライン/著

医学 遊び

料理 料理 料理

小説 小説 小説

小説 小説 小説



小幡記念図書館では、今年も夏休み工作イベントを開催します。
今年はアロマの香りがする手作りの芳香剤を作ります。参加希望
の方はカウンターでお申し込みください。
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「～保冷剤を使って～

手作り芳香剤をつくろう！」

日時：８月１２日（木）

１４：００～１５：００

場所：小幡記念図書館 研修室

対象：中津市内の小学生

人数：１０名（先着順）

受付期間
７/1（木）～８/９（月）
※不明な点はお尋ねください
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『ゆりの木荘の子どもたち』
富安 陽子/作

『わたしたちのカメムシずかん』
鈴木 海花/文

『どこからきたの？おべんとう』
鈴木 まもる/作・絵

『みずをくむプリンセス』
スーザン・ヴァーデ/文

『そのときがくるくる』
すずき みえ/作

『あなふさぎのジグモンタ』
とみなが まい/作

ジグモのジグモンタは、「あな
ふさぎや」をしています。洋服
にあいてしまったあなをふさ
ぐ仕事です。でも、みんなは
すぐに新しいものを欲しがり…。
ひとつのものを長く使う喜び
を伝える絵本。「あなふさぎの
うた」の楽譜付き。

『ぼくのあいぼうはカモノハシ』
ミヒャエル・エングラー/作

『カラスのいいぶん』
嶋田 泰子/著

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。
予約が集中するため、お早めのご予約をおすすめします。

小学校低学年

誰にでも嫌いなものってある
よね。きみはどう? ぼくにはあ
るよ。どうしても食べられない
もの。おじいちゃんは「今は嫌
いでも、いつかきっとおいしく
食べられるときがくるさ」って
いうけど…。

朝早くから、遠くまで、水をく
みにいくプリンセス・ジージー
の願い。それは、だれもが、
いつでも、きれいで安全な水
を使えるようになること-。アフ
リカの、ある水くみ少女の1日
を描いた絵本。

食べ物は、どこでできて、どう
やって運ばれてくるのでしょ
う? お昼の時間、男の子がお
べんとう袋を開くと、おべんと
うのほかに、おかずがどこか
らやってくるのかが書かれた
メモが入っていて…。

小学校中学年

岩手県のある村では、毎年
大量にカメムシが発生して、
そうじするのにこまっていまし
た。ところが、校長先生の一
言から、子どもたちはカメム
シを調べはじめ、そのおもし
ろさに目覚めていき…。カメム
シを最新の研究をもとにわか
りやすく紹介。読むと、自分で
も身のまわりの生きものを調
べてみたくなります。。

遠い夏の日の呼び声にこた
え、おばあさんたちは時を超
えて、子どもにもどった-。い
まは老人ホームとして使われ
ている「ゆりの木荘」。住人の
ひとりが懐かしい手まり歌を
歌いはじめると、玄関ホール
の古時計の針が逆回転し…。

ドイツにくらす男の子ルフス
はある日、人間のことばを
しゃべるカモノハシにであい
ました。動物園からにげだし
てきたというカモノハシは、ふ
るさとのオーストラリアに帰る
のを手伝ってほしいといい…。
気のやさしい男の子と、お
しゃべりなカモノハシのずっこ
け冒険記。

カラスは、ごみを散らかす
嫌われもの!? でも、カラス
にも、いいたいことがあるみ
たいで…。ハシブトガラスを
主人公に、ひとの近くで生
きることを選んだカラスの生
活を追います。
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『兄の名は、ジェシカ』
ジョン・ボイン/著

『科学者になりたい君へ』
佐藤 勝彦/著

『アーニャは、
きっと来る』

マイケル・モーパーゴ/作

『牧野富太郎
：日本植物学の父』

清水 洋美/文

『ｗｉｔｈ ｙｏｕ』
濱野 京子/作

『オランウータンに会いたい』
久世 濃子/著

『おいで、アラスカ！』
アンナ・ウォルツ/作

『サンドイッチクラブ』
長江 優子/作

『エカシの森と子馬のポンコ』
加藤 多一/文

子っこ馬のポンコは、すきな
ところへ、すきなように歩いて
いく。でもある日、川の水の
声も、風の声もいつもとち
がって…。少女からおとなにな
る子馬のポンコを、やさしい
まなざしで描く物語。

夏休み、小学6年生の珠子は、
無心に砂像を作るヒカルと出会
う。強烈な個性をもち、成績も
トップクラスのヒカルは「戦争を
なくすためにアメリカの大統領
になる」と言い…。新たな世界に
向きあっていく少女たちの成長
物語。

8か月まえに、大好きだったゴー
ルデンレトリバーのアラスカを手
放したパーケル。中学校のクラス
で出会ったいじわるなスフェンが、
アラスカの新しい飼い主だと知り、
くやしくなる。そしてアラスカを取り
もどそうと決心し、真夜中、スフェ
ンの家にしのびこむが…。

ボルネオ島の深い森でオラン
ウータンの研究をしている著
者が、自身の研究生活ととも
に、オランウータンのユニー
クな体や生活などを紹介。さ
らに、絶滅の危機に瀕するオ
ランウータンのためにできる
ことを考える。

高校受験を控えな
がら、家族関係に悩
み悶々と日々を送る
悠人は、夜の公園で
ひとつ年下の少女、
朱音と出会う。彼女
は病気の母を支えな

がら家事を担う「ヤングケア
ラー」だった。悠人は彼女の力
になりたいと思うようになるが
…。

『水を縫う』
寺地 はるな/著

小学校高学年

中学校

高等学校

日本全国の野山
を歩いて集めた標
本は40万点。調べ
て分類し、名前を
つけた植物が
1500種類。「日本

の植物学の父」とよばれる牧
野富太郎の94年にわたる人
生を描く。富太郎採集マップ、
富太郎ゆかりの場所なども
収録。

男なのに刺繡が
好きな弟。女なの
にかわいいものが
苦手な姉。愛情豊
かな親になれな
かった母…。世の中

の普通や当たり前を問い直す、
6人の家族の物語。

4歳年上のジェイ
ソンは、サムの自
慢の兄。だけど
このごろ、少し様
子が変わったみ
たいだ-。一人の

子どもがジェンダーや性的指向
という問題にどう向き合っていく
のかを、わかりやすく、誠実に、
時にコミカルに描く。

どうすれば科学者
になれるのか?
「インフレーション
理論」を提唱した
宇宙物理学者・
佐藤勝彦が、自身の

科学者人生を紹介しつつ、「科
学とはどういうものか」「優れた
科学者になるためには何をした
らよいか」などを語る。

第二次世界大戦下
のフランス山間部の
村。羊飼いの少年
ジョーは、ユダヤ人
の子どもたちと出会
い、彼らの亡命に協

力することになる。さて、村人
全員を巻き込んだ大騒動の
逃亡劇の行方は…。



　　日時：７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）…「パパはわるものチャンピオン」

　１０日（児童）…「しまじろうおはなし大特集！こんなときどうする？」

　１７日（名作）…「海よりもまだ深く」

　２４日（児童）…「うっかりペネロペ　家族っていいな」

※３１日は図書整理休館日のためお休みです。

　☆日時：７月２１日（水）（毎月第3水曜日） 　☆日時：７月５日、１２日、１９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 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：７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の背景、 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

図書館上映会
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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/



 

「本との出会いひろば」に参加します！

大分県の主催で、就学前のお子さん向けに、自由に絵本にふれたり、おはなし会
を楽しんだりできる「本との出会いひろば」を一日限定で開催します。
小幡記念図書館も参加して、図書館の紹介をします！ぜひ、お越しください！

（会場）イオンモール三光 フードコート前店舗スペース

（日時）令和３年８月７日（土）１０：００～１５：３０

★図書館の参加時間は１０：００～１２：００です！

『テスカトリポカ』

佐藤 究/著
KADOKAWA

メキシコの麻薬密売人バル
ミロと臓器売買コーディ
ネーターの末永は、新たな
闇ビジネスを実現させるた
め日本へ向かう。少年コシ
モは知らぬ間に彼らの犯罪
に巻き込まれ…。

不世出の絵師、河鍋暁斎が死
に、これまで家の中で辛うじ
て保たれていた均衡が崩れた。
一門の行末は、娘とよ(暁翠)
の双肩にかかっているのだが
…。激動の時代を生き抜いた
女絵師の一代記。

『星落ちて、なお』

澤田 瞳子/著
文藝春秋

ドイツの学術都市に暮らす私
の元に、2011年3月の震災
で行方不明になったはずの友
人が現れる。コロナ禍が影を
落とす異国の街に、9年前の
光景が重なり合い…。静謐な
祈りをこめて描く鎮魂の物語。

『貝に続く場所にて』

石沢 麻依/著
講談社

記憶を失くした少女・宇実が
流れ着いたのは、ノロと呼ば
れる指導者が統治し、男女が
違う言葉を学ぶ島だった。宇
実は島の少女・游娜と少年・
拓慈と、この島の深い歴史に
導かれていき-。

『彼岸花が咲く島』

李 琴峰/著
文藝春秋



順位 分類番号 予約数 冊数

1 52ヘルツのクジラたち 913.6 52 6

2 白鳥とコウモリ 913.6 48 6

3 小説8050 913.6 41 5

4 琥珀の夏 913.6 20 3

5 魂手形（三島屋変調百物語７） 913.6 19 5

6 クララとお日さま 913.6 15 2

２位　　 ３位 ４位　　 ５位 ６位

　　　「海よりもまだ深く」

　　　「蜜蜂と遠雷」「ステップ」

　　　「うっかりペネロペ　家族っていいな」

　　　「進撃の巨人　CHRONICLE」

以上　５　点 ※８月下旬からの貸出予定となります。

世界を「数字」で見てみたら ブティック社

新50代は悩み多きお年頃 槇村　さとる

戦国武将学 加来　耕三

世界なんでもランキング 地球の歩き方編集室

年金のしくみともらい方　21-22年版 小林労務

マンガで解決親の介護とお金が不安です 上大岡　トメ

生きている化石図鑑 土屋　健

入浴は究極の疲労回復術 早坂　信哉

今だから、家事のしくみを、整える 主婦と生活社

カフェとパンと、おひるごはん。 おおいたインフォメーションハウス株式会社

ラク旨！無限そうめんレシピ ソーメン二郎

尊敬される贈り物350 日経BP

キャンプでした100のこと フィグインク

実践添削例から学ぶ必ず受かる小論文・作文の書き方石井　秀明

ｉｎｖｅｒｔ（城塚翡翠倒叙集） 相沢　沙呼

一夜の夢（照降町四季　4） 佐伯　泰英

罪の因果性 横関　大

アガワ流生きるピント 阿川　佐和子

遅咲きの男 莫言

北条義時 嶋津　義忠

神様の罠 辻村　深月

林　真理子

596.3

書名 著者名

（2021年7月15日現在）

書　　　　　　名 著　　者

辻村　深月

町田　そのこ

596

049

159.7

宮部　みゆき

分類番号

カズオ・イシグロ

（2021年7月15日現在）

B913.6

210.4

675.1

290

264.6

369.2

786.3

457

498.3

590

東野　圭吾

837.8

913.6

913.6

913.6

914.6

B913.6

‐　1　‐

923.7

１位



◆今月のテーマ◆ 「こわ～い」絵本
今月はこわ～い絵本特集！読めばひやっと涼しくなれるかも♪

✣ 今月の『司書が選んだ一冊』✣ ✣ 今月の『絵本作家さん』✣

―2―

おじいさんとおばあさんそし

てねこのマツは、ばけもの屋

敷に住んでいます。ある夜、

何も知らないどろぼうたちが

やってきて…。妖怪たちが

「ば、びょーん！」と大集

合！不気味さと愛らしさあふ

れるユーモラスな絵本です。

まめざらちゃんはちいさなかわ

いいお皿。ごちそうを盛られて

みたいのに、いつも調味料ばか

り注がれてしょんぼり。そんな

ある日やってきたのは…。

出てくるお料理もおいしそうな

心温まる絵本です。

◆コメント◆

おいしいごちそうを待っているのは人間だけじゃない！

食器棚の中で自分の出番を待つまめざらちゃんと仲間たちが

生き生きと描かれていて、次はどんなごちそうが出てくるん

だろう？とページをめくるのが楽しい１冊です。

絵本を読み終える頃には、おなかが減ってきますよ。

『まめざらちゃん』
あさの ますみ／著 白泉社

『おにのおふろや』 すずき出版

✿ 苅田 澄子さん

『おもちのおふろ』『なっとうかあちゃん』など

✿ 石黒 亜矢子さん

◆ 作品の一例◆

『いもうとかいぎ』『ばけねこぞろぞろ』

『おろろん おろろん』など

『でる でる でるぞ』
高谷 まちこ/作 佼成出版社

『かがみのなか』
恩田 陸／作 岩崎書店

家のお風呂が壊れて、じいちゃ

んと初めてお風呂やさんに行っ

たそうた。でも、とびらを開け

た先にいたのはたくさんの赤お

にたちで…。あつーいお風呂に

入った時の気分を愉快痛快に味

わえちゃう絵本です。

いえでもまちでも見ない日はな

いかがみ。みぎてをだせばひだ

りてをだす。かがみのなかはい

つもあべこべ。…の、はずだけ

ど…？

恩田陸と樋口佳絵が描く身近に

ひそむ恐怖の世界。かがみをみ

るたびに怖さがよみがえります。



夏休み期間（７月２０日～８月２４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。

☆　Ａコース

☆　Ｂコース

１３：００～１３：３０（時間変更なし）

１３：１０～１３：４０（時間変更なし）

　　　　「小楠小学校」　→　「尚武館：
　　　　　　　　　　　　（小楠児童クラブひまわり）」

金曜日 「如水小学校」　→　「如水こども園」

水曜日

駐車地

金曜日 「大幡小学校」　→　「聖ヨゼフ寮」

曜日 駐車地 時間

１３：１０～１３：４０（時間変更なし）

時間
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曜日

移動図書館車 運行表変更のおしらせ

～夏の風物詩、七夕飾りを図書館でおこないました～

６月２３日から７月１２日まで、図書館のブラウジングコーナーを利
用して七夕飾りを行いました。

今年は２本の笹を用意していました。そのおかげか、例年以上の
方が短冊に願い事を書いていました。最終的には１７２枚の短冊
が飾られ、とても賑やかな七夕飾りとなりました。



蔵書冊数 小幡 三光 本耶馬渓 耶馬溪 山国 全館

図書 185,929 26,926 16,071 43,794 54,544 327,264

雑誌 1,920 286 287 212 329 3,034

視聴覚資料 5,838 370 325 313 1,423 8,269

合計 193,687 27,582 16,683 44,319 56,296 338,567

貸出冊数 小幡 三光 本耶馬渓 耶馬溪 山国 全館

図書 245,142 28,492 22,601 8,315 13,849 318,399

雑誌 15,092 1,530 1,052 813 399 18,886

視聴覚資料 8,669 1,297 1,162 254 760 12,142

合計 268,903 31,319 24,815 9,382 15,008 349,427

一般 児童 合計

63,644 16,740 80,384

小幡 三光 本耶馬渓 耶馬溪 山国 全館

20 3 2 3 2 30

(13) (2) (2) (2) (1) (20)

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 35

～小幡篤次郎
　オバタ　トクジロウ

～

　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。

毎週木曜日に約200冊入荷します。

旧中津地域 三光・本耶馬渓地域

約3,000冊

～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

利用人数 登録者人数 47,539

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2021年3月末日のデータです。

　
　「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。
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耶馬溪・山国地域

約2,500冊 約2,500冊

サービスポイント
(駐車地)

53

～図書館について～
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『ふしぎ駄菓子屋銭天堂』
ふしぎ駄菓子屋銭天堂 全１６冊
廣嶋 玲子/作 偕成社

『ファオランの冒険』
ファオランの冒険 全６冊
キャスリン・ラスキー/著 メディアファクトリー

『しまうまのしごとさがし』
しまうま 全６冊
トビイ・ルツ/作・絵 PHP研究所

『リンドバーグ』
ネズミの大冒険 全４冊
トーベン・クールマン/作 ブロンズ新社

『あずきとぎ』
京極夏彦の妖怪えほん 全６冊
京極 夏彦/作 岩崎書店

『ばけものつかい』
落語絵本 全１５冊
川端 誠/作 クレヨンハウス

とある大きなお店のごいんきょさんが、奉公人の久

蔵を連れて古いお屋敷に引越して来ました。ところ

がそこは、お化け屋敷とうわさの高い所です。そん

なことはおかまいなしのごいんきょさんは、出てくる

お化けを向こうに回して…。

『すみれちゃん』
すみれちゃん 全４冊
石井 睦美/作 偕成社

『怪人二十面相』
少年探偵 全２６冊
江戸川 乱歩/著 ポプラ社

図書館司書がおすすめする、児童向けの絵本・読み物を紹介します。大人も子どもも読み始めると止まらない⁉

夏休みの間はシリーズ本を読むいい機会です。ぜひシリーズ本に挑戦してみてください。

しょきしょきしょき。川で変な音を聞いたぼく。お

じいちゃんは、あずきとぎというおばけがあず

きを洗う音だと言う。おばけなんかいないさ。次

の日も川に行くと、あの音が聞こえ…。怖い妖

怪と出会う絵本。

『ママはお医者さん』
おしごとのおはなし 全２０冊
あさの あつこ/文 講談社

『鬼遊び』
鬼遊び 全４冊
廣嶋 玲子/作 小峰書店

『だんまりうさぎとおほしさま』
だんまりうさぎとおしゃべりうさぎ 全４冊
安房 直子/作 偕成社

『妖怪一家九十九さん』
妖怪一家九十九さん 全１０冊
富安 陽子/作 理論社

1912年のドイツ・ハンブルク。ネズミとりがこわくて

逃げ出した仲間を追って、本好きの小ネズミがア

メリカへ行くことを決意。設計図をかいて、飛行機

をつくって、空を飛んだ! 22カ国で翻訳出版された、

美しい絵本。

どうして、ぼくにはシマシマがあるんだろう。ぼくの

シマシマ、何か、役に立つのかな。そう、思ったし

まうまの子どもは、動物たちが仕事をしている町へ、

行ってみることにしました。自分にも仕事が見つか

るか、確かめに…。

美生のママは村にひとつしかない診療所のお医

者さん。患者さんに愛されているママが大好きだ

けど、毎日忙しくて…。おはなしを楽しみながら、

あこがれのお仕事がよくわかる本。職業への理

解がさらに深まる「まめちしき」つき。

だんまりうさぎは、眠ってしまっても星を見てい

られる方法を考えつきました。そして、畑をたが

やし、種をまいて…。だんまりうさぎとおしゃべり

うさぎが、一緒におまつりに行く話も収録。

最果ての地に生まれたオオカミの子は、ふしぎな

模様をもち、前足の指先が広がっていたことから

「呪われた子」とされ、捨てられた。ハイイログマ

にひろわれ、ファオランと名づけられたが、過酷

な運命がファオランを待ち受けていて…。

その駄菓子屋は、幸せと不幸のわかれ道。女

主人・紅子が、きょうもお客さんの運命を駄菓子

で翻弄する-。駄菓子屋「銭天堂」を舞台にした

不思議なお話。

羽柴家の大きなダイヤ6個を手に入れた怪人二

十面相は、観音像も取ろうとしたが、明智探偵の

助手、小林少年のために失敗した。しかし、小林

少年は落とし穴で地下に閉じ込められ、伝書バト

を飛ばして助けられる。

人間たちに混じって、団地生活を始めた妖怪

一家。お父さんはヌラリヒョンで、お母さんはろ

くろっ首、子どもたちはサトリにアマノジャクに

一つ目小僧。最も大切なルールは「ご近所さん

を食べないこと」…。

すみれちゃんは「すみれ」っていう名前より、本

当はフローレンスの方がよかったなあって悩ん

でいます。そんなとってもおしゃまでおしゃれな

女の子、すみれちゃんに大事件が…。

知らない子どもがそばにいる。知っている子ど

もが消えている。鬼の遊びはほんとにこわい。

負ければみんな鬼のもの…。鬼をよびよせてし

まった子どもたちに訪れる「静かな恐怖」を描く

連作短編集。
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ノーベル賞について知りたい！

算数について知りたい！

SDGｓについて知りたい！

①『+-×÷がすらすらわかる本』
三木 俊一/著 小学館

②『単位がわかる メートルのえほん』
ほるぷ出版

その他
『クイズ＆パズルでわかる数と図形のナゾ』
コリン・スチュアート/著 誠文堂新光社

①『動くしくみがわかる！おもしろおもちゃ』
ガリレオ工房/編著 PHP研究所

②『ガールズクラフト』
はっとり みどり/著 日本書院本社

③『手作りスライムとこむぎねんどの本』
Jamie Harrington/著 オライリー・ジャパン

研究・実験をしたい！

工作をしたい！

天気について知りたい！

夏休みの宿題は進んでいますか？ここでは宿題のヒントになりそうな本を紹介します！

①『国谷裕子と考えるSDGｓがわかる本』
国谷 裕子/監修 文溪堂

②『マークで学ぶSDGｓ』
蟹江 憲史/監修 ほるぷ出版

その他
『こどもSDGｓ なぜSDGｓが必要なのかわかる本』
秋山 宏次郎/監修 カンゼン

①『ギモンかいけつ！天達さんのお天気教室』
天達 武史/監修 文化学園文化出版局

その他
『みんなが知りたい！気象のしくみ』
菅井 貴子/著 メイツユニバーサルコンテンツ

『台風の大研究 最強の大気現象のひみつをさぐろう』
筆保 弘徳/編著 PHP研究所

①『ノーベル賞がわかる事典』
土肥 義治/監修 PHP研究所

②『ノーベル賞とアルフレッド・ノーベル』
こどもくらぶ/編 岩﨑書店

その他
『こどもノーベル賞新聞』
若林 文高/監修 世界文化社

①『実験・観察大図鑑』
ロバート・ウィンストン/著 新星出版社

②『小学生のキッチンでかんたん実験60』
学研

③『お菓子な自由研究』
東京製菓学校/監修 学研プラス



　　日時：８月７日、１４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（児童）…「映画　すみっコぐらし」

　１４日（児童）…「小さなバイキング　ビッケ」

　２８日（一般）…「となりのシムラ　１」

※２１日は美術鑑賞講座のため、お休みです。

　☆日時：８月１８日（水）（毎月第3水曜日） 　☆日時：８月２日、１６日、２３日、３０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 9/1 2 3 4

　　☆日時：８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の背景、 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
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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/



 

８月１２日に開催しました工作教室では、「手作り芳香剤をつくろう！」を行いました。

保冷剤にアロマオイルで香り付けと色付けをしました。
色や香りなど自分の好きな香りを決めて１時間ほどで完成させました。

みなさん楽しんで作っていたようで、終了後の感想では、難しかったところや面白かった
ところなどを教えてくれました。

「シニア世代へ薦めたいおすすめ図書リスト」2021年版 配布中！

配布期間：2021年9月20日（月）～なくなり次第終了
配布場所：小幡記念図書館 企画コーナー,移動図書館車

リストに掲載した本を企画コーナに展示しています。期間中、企画コー

ナーの本を借りた方に、水引でつくった可愛い"しおり"をプレゼント♪

カウンターまでお声掛けください！！

※数に限りがありますので、おひとり様1個、なくなり次第終了です。

～三光図書館 移転にともなう臨時休館について～

【三光図書館の臨時休館期間】

令和３年９月１３日(月)から９月２２日(水)午前まで

三光図書館が三光コミュニティーセンター内に移転、開館することにともない、移転準備

のため臨時休館します。開館は令和３年９月２２日(水)１２時を予定しています。

なお、臨時休館中は、三光図書館窓口での貸出(予約)及び返却はできませんが、三光・本
耶馬渓地区の移動図書館車は通常運行しますので、積載している蔵書の貸出及び返却は可能
です。利用者のみなさま方にはご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いいたします。



順位 分類番号 予約数 冊数

1 52ヘルツのクジラたち 913.6 45 6

2 小説8050 913.6 38 6

2 白鳥とコウモリ 913.6 38 6

4 テスカトリポカ 913.6 18 3

5 琥珀の夏 913.6 16 6

6 硝子の塔の殺人 913.6 15 2

２位　　 ２位 ４位　　 ５位 ６位

　　　「となりのシムラ　①、②」

　　　「８２年生まれ、キム・ジヨン」

　　　「小さなバイキング　ビッケ」

　　　「人体のサバイバル！」

以上　５　点 ※９月下旬からの貸出予定となります。

博物館の世界 栗原　祐司

還暦からの人生戦略 佐藤　優

鎌倉幕府の謎 跡部　蛮

47都道府県ニッポン学び旅200 梅澤　真一

2030年ビジネスの未来地図 『THE21』編集部

お母さんが知らない伸びる子の意外な行動 齋藤　浩

どうぶつの恋愛が不思議すぎて！ まつおるか

医者が教えるあなたの健康が決まる小さな習慣 牧田　善二

こびとの世界 Mozu

ハギレ活用BOOK 日本ヴォーク社

うちで作るチャーハンがウマい！ 佐藤　樹里

農家が教えるゆずづくし 農山漁村文化協会

ピラティス大全 菅原　順二

伝わる文章術見るだけノート 山口　拓朗

兇人邸の殺人 今村　昌弘

チンギス紀　11　　黙示 北方　謙三

結　（妹背山婦女庭訓波模様） 大島　真寿美

九十八歳。戦いやまず日は暮れず 佐藤　愛子

ベケット氏の最後の時間 マイリス・ベスリー

小説　孤狼の血　LEVEL2 柚月　裕子

カラスの祈り　　警視庁53教場5 吉川　英梨

林　真理子

816

913.6

913.6

913.6

914.6

B913.6

‐　1　‐

953.7

B913.6

210.4

625.3

291.0

335.0

379.9

781.4

481.7

498.3

507.9

594

069

159.7

辻村　深月

分類番号

知念　実希人

（2021年8月20日現在）

東野　圭吾

596.3

書名 著者名

（2021年8月20日現在）

書　　　　　　名 著　　者

佐藤　究

町田　そのこ

１位



　　　  ◆今月のテーマ◆  「おじいちゃん おばあちゃん」の絵本
今月は「おじいちゃん」「おばあちゃん」が出てく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―

赤ちゃんが生まれたので、あこ

ちゃんのお母さんは大忙し。お

姉さんになったあこちゃんのお

迎えには、おばあちゃんが来て

くれます。あこちゃんは、おば

あちゃんがいつからおばあちゃ

んになったのか気になって…。

たいへん! たこが木にひっかかっ

た! フロイドは、たこを落とそう

と片方の靴を木に投げたけど、

それもひっかかって…。ページ

をめくるのが楽しいナンセンス

絵本。

◆コメント◆

木にひっかかった凧をとるために投げる色々なものが、意

外でハチャメチャな楽しい絵本です。それを投げるの？そ

んなの、投げられるの⁉それを投げちゃ、ダメでしょ‼…

が続いたあげく、ラストは「それでいいの⁉」と言わずに

はいられません。手書き風の文章もおはなしにマッチして

いて、最後まで笑える１冊です。

『あっ、ひっかかった』
オリヴァー・ジェファーズ／作・絵 徳間書店

『だがしかし』 文溪堂

✿ 内田 麟太郎さん

『ともだちや』シリーズ、

『がたごとがたごと』『ぴぽん』など

✿ 田中 六大さん

◆ 作品の一例 ◆

『うどん対ラーメン』『ハーピカせんにん』など

『おばあちゃんがおばあちゃんになった日』
長野 ヒデ子／作 童心社

『いいからいいから』
長谷川 義史／作 絵本館

駄菓子屋さんのダガさんは「だ

が」がくちぐせです。歯科医の

シカシさんは「しかし」がくち

ぐせです。ふたりはなかよく旅

に出ました。これはきっと楽し

い旅になりそうです。だが、し

かし…? 

ある日の夕方、雷がぴかっと

光って、ドーンといった。する

と、目の前に雷の親子が座って

いた。雷親子をもてなすぼくと

おじいちゃん。「いいから い

いから」が口癖のおじいちゃん

と孫のユーモラスで思わず笑顔

になる絵本。



　　日時：９月１８日、２５日(毎週土曜日）

　　　　　　１４：００～

　　場所：視聴覚室　　　　　　　　

　　(内容)

　１８日（名作）…「永遠の門　

ゴッホの見た未来」

　２５日（児童）…「おしりたんてい　１３」

※１６名限定。先着順となっています

　☆日時：９月１５日（水）（毎月第3水曜日） 　☆日時：９月１３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 10/1 2

　　☆日時：９月２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　…　９：３０～１７：００
　　　　　　　 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/



 

～三光図書館 移転オープン～

三光図書館が2021年9月22日、移転オープンしました！
移転先は三光福祉センターがあった、三光コミュニティーセンターです。
休館中は三光図書館を利用できず、ご迷惑をおかけいたしました。
新しくなった三光図書館をぜひご利用ください！

新 住 所）中津市三光成恒421番地1（三光コミュニティーセンター内）
新電話番号）0979-43-2200 （FAX兼）

・イチョウの木を色づかせよう

・本のお楽しみ袋

・図書館deビンゴ

・秋のおたのしみおはなし会

※詳細は中ページをご覧ください。

・除籍本の無料配布

・シニア読書案内配布

・臓器移植についての展示

・Ｂｅｓｔ Ｂｏｏｋ2021



順位 分類番号 予約数 冊数

1 52ヘルツのクジラたち 913.6 38 6

2 白鳥とコウモリ 913.6 37 6

小説8050 913.6 32 6

透明な螺旋　ガリレオ10 913.6 32 6

5 テスカトリポカ 913.6 16 3

6 神よ憐れみたまえ 913.6 14 3

２位　　 ３位 ３位　　 ５位 ６位

　　　「永遠の門　ゴッホの見た未来」

　　　「ニューヨーク公共図書館」

　　　「Fukushima50」

　　　「おしりたんてい　13」

　　　「アイヌの絵本」　「猫の恩返し」

以上　６　点 ※１０月下旬からの貸出予定となります。

ミュージアムグッズのチカラ 大澤　夏美

40代をあきらめて生きるな 永松　茂久

日本史を動かした50チーム 伊藤　賀一

九州山歩きガイド 「月刊九州王国」編集部

その気遣い、むしろ無礼になってます！ 三上　ナナエ

自分でできる子に育つほめ方叱り方 島村　華子

数学パズル ニュートンプレス

10秒から始める！脊椎管狭窄症これだけ体操 松平　浩

日本全国ゴミ清掃員とゴミちょっといい話 滝沢　秀一

わたしの“ちょうどいい”モノ選び Emi

食堂あさごはんのレシピ 中井　エリカ

長く楽しむお部屋の植物 境野　隆祐

東京オリンピック2020　総決算号 ベースボール・マガジン社

彼方への挑戦 松山　英樹

ガラスの海を渡る舟 寺地　はるな

やさしい猫 中島　京子

ばにらさま 山本　文緒

オーラの発表会 綿矢　りさ

九十八歳。戦いやまず日は暮れず 佐藤　愛子

向田邦子を読む 文藝春秋

あきない世傳　金と銀　１１ 高田　郁

林　真理子

596

書名 著者名

（2021年9月17日現在）

書　　　　　　名 著　　者

東野　圭吾

町田　そのこ

518.5

590

069.0

159

佐藤　究

分類番号

林　真理子

（2021年9月16日現在）

914.6

B910.2

210.0

627.8

291.9

336.4

379.9

780.6

410.7

494.6

3

東野　圭吾

783.8

913.6

913.6

913.6

913.6

B913.6

‐　1　‐

１位



◆今月のテーマ◆ 「全国SLA絵本委員会選定えほん50（2020-2021）」

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―

「ソファのしたになにかがおち

てる。ひろってごらん。いいお

とがする」「みちがあるけどあ

るけない。おみせもあるけどな

にもかえない」 ことばあそびが

たのしいなぞなぞえほん。

いちごがいっぱいのったおいし

そうなケーキを目の前にした、

こいたろうくんとかめぞうさん。

果たしてふたりはケーキの誘惑

に負けず、けろこさんを待つこ

とができるのか? 

◆コメント◆

おいしそうなケーキを前にして、食べたくなるのをがま

んするようすがとてもリアルです‼

ハラハラ・ドキドキしながら最後はホッとします。

『がまんのケーキ』
かがくい ひろし／作絵 教育画劇

『かける』 佼成出版社

✿ はらぺこめがね さん

『みんなのおすし』『にくのくに』など

✿ いせ ひでこ さん

◆ 作品の一例◆

『チェロの木』『ルリユールおじさん』など

『虫ガール』
ソフィア・スペンサー／文 岩崎書店

『えほんなぞなぞうた』
谷川 俊太郎／文 童話屋

ケチャップ、ちゅるるるるー。

おしょうゆ、ちょろちょろ

ぴゃっぴゃっ。「かける」はお

いしくなる魔法!！食べものに何

かを「かける」ことをテーマに

した、シズル感たっぷりの絵本。

ソフィアは虫が大すき。2歳半の

ときから、虫に夢中。だけど、1

年生になったら、なにもかもか

わっちゃった。虫のはなしをきき

たい子なんて、ひとりもいない。

虫がすてきだなんて、だれもおも

わない。はじめのうちは気にしな

かったけど…。
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期間）１０月２７日（水）～１１月８日（月）

場所）小幡記念図書館 カウンター横

景品）しおり＆じゆうちょう

リストに掲載した本を企画コーナに展示しています。期間中、企画コー

ナーの本を借りた方に、水引でつくった可愛い"しおり"をプレゼント♪
カウンターまでお声掛けください！！
※数に限りがありますので、おひとり様1個、なくなり次第終了です。

春に好評だった絵本のおたのしみ袋を大人の方にも楽しんでもらえるように準備しました！
袋の中には本が２冊入っています。袋にはテーマが書いていますので、興味のあるテーマを選

ぶのもよし、あまり手に取らないジャンルのテーマを選んでみるのもよいのではないでしょうか。

中身の分からないドキドキ感を楽しんでください。

期間）１０月２7日(水)～１１月８日(月) ※無くなり次第終了です。

場所）自動貸出機の奥、特設コーナー

制限）特にありません。気になるテーマがあればぜひご利用ください。

本のお楽しみ袋

イチョウの葉にオススメの本の名前を書いて
“読書週間しおり”と“じゆうちょう（Ｂ５サイズ）”をもらおう！

毎年好評のイベントです！みなさんの参加をお待ちしています。

配布期間）2021年9月20日（月）～なくなり次第終了

配布場所）小幡記念図書館 企画コーナー,移動図書館車

イチョウの木を色づかせよう

シニア世代へ薦めたいおすすめ図書リスト
2021年版 配布中！

読書週間イベント
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名作やベストセラーなどの最初の一文（または二文）を

５×５のマス目に並べ、タイトルを書き込みビンゴを作る。

１列完成で景品を進呈。

景品）図書館バッグ＆メモ帳（Ｂ６サイズ）

期間）１０月２７日（水）～１１月８日（月）

日時）１０月２５日（月）

Part①…１０：００～１０：３０

Part②…１１：００～１１：３０

場所）小幡記念図書館 【研修室】

対象）未就学児 予約制各10組限定

内容）おはなし会ボランティアによる絵本の読み聞かせや紙芝居、手遊び等

保存期間の過ぎた本を無料配布いたします。
１１月１７日(水)、１１月１８日(木)の２日間と短い期間ですが、ぜひご来場ください。
図書の無料配布に先行し、小幡記念図書館のロビーで雑誌の無料配布を行います。

【雑誌の無料配布】
日時）１０月２７日(水)から ※無くなり次第終了です
場所）小幡記念図書館 ロビー
制限）上限は１人２０冊。

メロスは
激怒した。

推しが燃えた。

ファンを殴ったらしい。

除籍本の無料配布

秋のおたのしみおはなし会

図書館deビンゴ
～最初の頁を開いてみよう～

読書週間イベント



―　5　―

大分県公共図書館等連絡協議会 図書館利用促進企画

ブラウジングコーナーにて“臓器移植”についての展示を行います。
展示と共に、臓器移植に関連する図書館の本も一緒に展示します。
なかなか知る機会の少ないことだと思います。ぜひ展示を見て関心を持っていただけると幸いです。

期間）10月1日(金)～10月31日(日)

場所）ブラウジングコーナー （公財）大分県臓器移植医療協会

『クスノキの番人』

東野圭吾/著

実業之日本社

『ぼくはイエローで

ホワイトで、

ちょっとブルー』

ブレイディみかこ/著

新潮社

『流浪の月』

凪良ゆう/著 東京創元社

『希望の糸』

東野圭吾/著 講談社

『ケーキの切れない

非行少年たち』

宮口幸治/著 新潮社

『おひとりさまの大往生

ガイドＢＯＯＫ』

村松静子/著 主婦の友社

文学部門 ベスト３ 社会科学部門 ベスト３

【展示】臓器移植について

【展示】Best Book ２０２１

読書週間イベント
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せっかくの行楽シー
ズンをコロナ禍で遠
くに出かけられない
今、本を読んで旅行
気分を味わおう！

世界・日本各地の絶
景や見て楽しむ旅の
本、紀行を展示しま
す。

「絶景！ ～お家で楽しむ世界・日本の美しい景色～」

【読書週間の歴史】

終戦の２年後の１９４７（昭和２２）年、まだ戦火の
傷痕が至るところに残っているとき、「読書の力に
よって、平和な文化国家を創ろう」と決意をひとつに、
出版社、取次会社、書店と公共図書館が力を合わせ、
さらに新聞・放送のマスコミ機関の協力のもとに、第
１回「読書週間」が開催されました。

第１回の「読書週間」は１１月１７日から２３日。
これは１１月１６日から１週間にわたって開かれるア
メリカの「チルドレンズ・ブック・ウィーク」にな
らったものです。各地で講演会・図書に関する展示会
が開かれ、その反響は大きなものでした。「一週間で
は惜しい」との声を受け、現在の１０月２７日から１
１月９日（文化の日をはさんで２週間）となったのは、
第２回からです。

それから７０年以上が過ぎ、「読書週間」は国民的
行事として定着し、日本は世界有数の「本を読む国
民」の国となりました。その一方、物質生活の豊かさ
に比べ精神生活の低迷が問題視されている昨今、論理
的思考の基礎となる読書の重要性は、ますます高まっ
てきています。

本年の「読書週間」が、みなさん一人ひとりの読書
への関心と、読書習慣の確立の契機となることを願っ
てやみません。

（読書推進運動協議会ＨＰより）

「最後の頁を閉じた 違う私がいた」

【読書週間マークの由来】

その昔、ギリシャ神話の世界で「ふくろう」は、学問・技芸・知恵を司る美貌
の女神アテナの使者であり、また、代表的なポリスで文化の中心地アテナイ（ア
テネ）の聖鳥でもありました。
古代のギリシャ人たちは、賢そうな丸い目ですまし顔の「ふくろう」を知恵の

象徴として大切にしたといいます。
森の奥ふかく、静かに瞑想にふけるこの「ふくろう」の姿こそ、読書週間のシ

ンボルマークとしてもっともふさわしいものと考え、読進協では長い間使用して
きました。

10月前半企画展示



　　日時：１０月２日、９日、２６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）…「種まく旅人」

　　９日（児童）…「レ・ミゼラブル　少女コゼット」

　２６日（一般）…「マンゴーの樹の下で」

　３０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日は美術鑑賞講座のため、お休みです。

　☆日時：１０月２０日（水）（毎月第3水曜日） 　☆日時：１０月４日、１１日、１８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 11/1 2 3 4 5 6

　　☆日時：１０月７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　…　９：３０～１７：００
　　　　　　　 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

【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/



 

図書の無料配布を行います

図書館の除籍図書を無料配布します。
２日間行いますので、お時間のある方はぜひお立ち寄りください。
※配布本が残った場合は、実施日以降にロビーで常時配布します。

開催日）令和３年 １１月１７日(水)・１１月１８日(木)

時間）午前…１０：００～１２：００

午後…１３：００～１６：００

※12:00-13:00は消毒・換気のため、

一時閉鎖します。

場所）小幡記念図書館 研修室

【注意事項】
・おひとり様 ２０冊まで
・マスクの着用
・入室時、手指の消毒・連絡先の記入

料理本や小説、

絵本などもあるよ！

こども向け司書おすすめ本リストを改訂しました！
赤ちゃん向けから中学生向けまであります。
年齢別に作成しているので、「〇〇歳にはどんな本を選んだらいいのか分からない」や「い
つも同じような本ばかり借りてしまう」など、借りる本に悩んだ時に参考にしてみてくださ
い。

司書おすすめ本リスト【改訂版】こども
向け

※雑誌の無料配布は10月27日からロビーで行っていましたので
今回の無料配布には含まれません。



順位 分類番号 予約数 冊数

1 透明な螺旋　ガリレオ10 913.6 39 6

５２ヘルツのクジラたち 913.6 26 6

白鳥とコウモリ 913.6 26 6

4 小説8050 913.6 25 6

5 月曜日の抹茶カフェ 913.6 13 3

6 護られなかった者たちへ 913.6 12 4

２位　　 ２位 ４位　　 ５位 ６位

　　　「種まく旅人」「マンゴーの樹の下で」「糸」

　　　「レ・ミゼラブル　少女コゼット」

　　　「映画おしりたんてい/仮面ライダー電王/

　　　　映画ふしぎ駄菓子屋銭天堂/りさいくるずー」

　　　「トイストーリー」

以上　６　点 ※１１月下旬からの貸出予定となります。

福岡特別編集版　日帰り大人の小さな旅 昭文社

フリーランス＆個人事業主のための確定申告 山本　宏

ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー　２ ブレイディみかこ

大分の頼れるお医者さん おおいたインフォメーション

おうちストレスをためない習慣 杉岡　充爾

女の子と男の子のいつもの服 片貝　夕起

生姜屋さんとつくったまいにち生姜レシピ こてら　みや

野菜１つで、こんなにおいしい！ 大庭　英子

子どもが体調悪いとき、どうしたらいいの？ 小野　英一

寅を描く　水墨画年賀状 水墨画塾編集部

東京パラリンピック2020. 共同通信社

民王　シベリアの陰謀 池井戸　潤

ペッパーズ・ゴースト 伊坂　幸太郎

星を掬う 町田　そのこ

90歳、こんなに長生きするなんて。 曽野　綾子

～並び替えて「ことわざ」にしよう！～

問１.　の　め　だ　み　ず　な　す
ヒント：　たったこれだけ…？

問２.　は　い　げ　ん　ぜ　そ
ヒント：　すぐに！！ ※今月の答えは来月号に掲載します。

東野　圭吾

780.6

書名 著者名

（2021年10月20日現在）

書　　　　　　名 著　　者

林　真理子

東野　圭吾

291.9

345.3

青山　美智子

分類番号

中山　七里

（2021年10月20日現在）

490

498.3

593.3

913.6

596

596.3

598.3

724.1

2
町田　そのこ

913.6

914.6

‐　1　‐

376.3

913.6

１位



　　　　　　◆今月のテーマ◆20歳を過ぎた絵本
今月は、長く読み継がれて２０年以上！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』✣

―2―

11ぴきののらねこはいつもお

なかがぺこぺこ。“怪物みたい

な大きな魚”がいると聞き、遠

い湖へ出かけます。いったいど

んな魚がいるんでしょう？どん

な困難にも力を合わせ、ニャゴ

ニャゴーっとがんばるねこたち

と驚きの結末に癒されます。

引っ越してきたきつねの奥さん

にたくさんの苺をもらったたぬ

きの奥さん。おかえしに掘りた

てのたけのこをあげました。す

るとおかえしのおかえしに今度

は花と花瓶をもらい…言葉のく

り返しが面白い絵本です。

◆コメント◆

きつねのおくさんとたぬきのおくさんの止まらないおかえ

し合戦！ついにはそんなものまでおかえしに⁉とヒヤヒヤ

してしまうかもしれません。

おかえしのおかえしのおかえしの…とおかえしの回数を子

どもたちと一緒に指折り数えながら読み聞かせするのもお

すすめです。

『おかえし』
村山 桂子／作 福音館書店

『しまふくろうのみずうみ』リブリオ出版

✿ 手島 圭三郎さん
『みずならのいのち』『カムイチカプ』など

✿ たしろ ちさと さん
◆ 作品の一例◆

『しろちゃんとはりちゃん』『ぼくはカメレオン』

『どうぶつどんどん』など

『ぐるんぱのようちえん』
西内 ミナミ／さく 福音館書店

『１１ぴきのねこ』
馬場 のぼる／さく こぐま社

北海道のふかいふかい山奥の、

誰も知らない湖。けものたちが

ねぐらに帰る頃、しまふくろう

の親子があらわれました…淡々

と進むストーリーと精巧な版画

の挿絵で、静けさと息をのむよ

うなふくろうの迫力、そして親

子の愛を感じられます。

ぐるんぱはとっても大きなぞう。

ひとりぼっちでさみしく暮らして

きました。ぐるんぱをどうするか

会議を開いたジャングルのぞう達

に、汚れた体を洗われたぐるんぱ

は、仕事探しに出発したのですが

…ぴったりの仕事は見つかるので

しょうか？
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期間）１０月２７日（水）～１１月８日（月）

場所）小幡記念図書館 カウンター横

景品）しおり＆じゆうちょう

春に好評だった絵本のおたのしみ袋を大人の方にも楽しんでもらえるように準備しました！
袋の中には本が２冊入っています。袋にはテーマが書いていますので、興味のあるテーマを選

ぶのもよし、あまり手に取らないジャンルのテーマを選んでみるのもよいのではないでしょうか。

中身の分からないドキドキ感を楽しんでください。

期間）１０月２7日(水)～１１月８日(月) ※無くなり次第終了です。

場所）自動貸出機の奥、特設コーナー

制限）特にありません。気になるテーマがあればぜひご利用ください。

本のお楽しみ袋

イチョウの葉にオススメの本の名前を書いて
“読書週間しおり”と“じゆうちょう（Ｂ５サイズ）”をもらおう！

毎年好評のイベントです！みなさんの参加をお待ちしています。

イチョウの木を色づかせよう

読書週間イベント

大分県公共図書館等連絡協議会 図書館利用促進企画

【展示】Best Book ２０２１

『クスノキの
番人』

東野 圭吾/著
実業之日本社

『ぼくはイエローでホ
ワイトで、ちょっぴり
ブルー』
ブレイディみかこ/著
新潮社

『さらに、
やめてみた』

わたなべ ぽん/著
幻冬舎
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名作やベストセラーなどの最初の一文（または二文）を

５×５のマス目に並べ、タイトルを書き込みビンゴを作る。

１列完成で景品を進呈。

景品）図書館バッグ＆メモ帳（Ｂ６サイズ）

期間）１０月２７日（水）～１１月８日（月）

メロスは
激怒した。

推しが燃えた。

ファンを殴ったらしい。

図書館deビンゴ
～最初の頁を開いてみよう～

読書週間イベント

（休館期間）１２月６日（月）～１２月１０日（金）

中津市立図書館は上記の期間、休館いたします。

期間中に返却はできますので、各図書館に設けられている
返却ポストにご返却ください。
（三光図書館のみ返却ポストはございません。）

年に一度の総点検では、資料１冊１冊を確認し、所定の位置にきちんと置いてあるかの確認や、本をよ
けて本棚を拭き掃除したりと普段手の届かない場所を綺麗にする作業を行います。

利用者のみなさまにはご迷惑をおかけいたしますが、ご了承ください。

日 月 火 水 木 金 土

28 29 30 12/1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11



　　日時：１１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）…「ぶあいそうな手紙」

　１３日（児童）…「こんにちはアン」

　２０日（名作）…「誰もが愛しいチャンピオン」

　２７日（児童）…「おしりたんてい　１４」

　☆日時：１１月１７日（水）（毎月第3水曜日） 　☆日時：１１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 12/1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

　　☆日時：１１月４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　…　９：３０～１７：００
　　　　　　　 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

--　5　--

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/



 

※新型コロナウイルスの感染状況によっ
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。ご了承ください。

毎年心待ちにしている方、お待た
せしました！今年度もコンサート
を開催します。
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。

詳細は来月の図書館だよりやホー
ムページ、館内ポスターをご覧く
ださい。

休館のお知らせ

観覧
無料

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

クリスマスプレゼントくじ

こども向け

開催日）令和３年１２月２４日(金)

時間）１０：３０～

場所）小幡記念図書館 研修室

雑誌付録抽選会
新春 福くじ

大人向け

開催日）令和４年１月７日(金)

時間）１０：３０～

場所）小幡記念図書館 研修室

※抽選会参加には当日貸出したレシートが必要です。

※付録がなくなり次第、終了します。

New Ｙｅａｒ
Library Concert 2022

～ 図書館で音楽会 ～

12/6(月)～12/10(金)
図書館資料総点検のため、中津市内す
べての図書館が休館します。

12/28(火)～1/5(水)
年末年始のため市内すべての図書館が
休館します。開館は令和4年1月6日
(木)からです。
ご不便をおかけしますが、よろしくお
願いします。

12月
カレンダー



順位 分類番号 予約数 冊数

1 透明な螺旋　ガリレオ10 913.6 31 6

2 白鳥とコウモリ 913.6 21 6

3 小説8050 913.6 20 6

4 ５２ヘルツのクジラたち 913.6 17 6

ペッパーズ・ゴースト 913.6 13 4

ミカエルの鼓動 913.6 13 2

２位　　 ２位 ４位　　 ５位 5位

　　　「ぶあいそうな手紙」「461個のおべんとう」

　　　「だれもが愛しいチャンピオン」

　　　「荒野に希望の灯をともす」

　　　「こんにちはアン」

　　　「おしりたんてい　１４」

以上　６　点 ※１２月下旬からの貸出予定となります。

正しく怖がるフィッシング詐欺 大角　祐介

いまいちばん心ときめく　日本の絶景 MdN編集部

ジェンダーレス時代の男の子女の子の育て方 佐藤　律子

認知症世界の歩き方 筧　裕介

免疫力を高める塩レシピ 青山　志穂

すごい平屋 エクスナレッジ

振袖大好き！　2022-2023 世界文化社

藤井ちゃんこ 藤井　恵

1カ月でいらないモノ8割捨てられた！ なとみ　みわ

しくじり審判 小幡　真一郎

駆ける 稲田　幸久

ボーダーライト 今野　敏

夜が明ける 西　加奈子

残照の頂　（山女日記　続） 湊　かなえ

傘のさし方がわからない 岸田　奈美

～並び替えて「ことわざ」にしよう！～

問１.　ち　に　は　な　っ　ら　き　つ 先月の答え

ヒント：　この虫に刺されると痛い！ ・すずめのなみだ（雀の涙）

問２.　じ　に　ゅ　た　ん　ぶ　し ・ぜんはいそげ（善は急げ）

ヒント：　貝からとれる宝石といえば ※今月の答えは来月号に掲載します。

林　真理子

913.6

書名 著者名

（2021年11月12日現在）

書　　　　　　名 著　　者

町田　そのこ

東野　圭吾

007.3

291.0

伊坂　幸太郎

分類番号

柚月　裕子

（2021年11月17日現在）

5

498.5

527.1

913.6

593.8

596

597.5

783.4

東野　圭吾

913.6

914.6

‐　1　‐

379.9

913.6

493.7

１位



◆今月のテーマ◆ 「涙
なみだ

が出
で

る」絵本
うれし涙、くやし涙、感動の涙…今月は、「なみだ」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―

ある日マリオは、お母さんに

「ぼくたち、どうしてなく

の?」とたずねました。お母さ

んは、どうしてなくのか、いく

つものことを話してくれて…。

なくことはたいせつなことだと

伝える本。「なみだ」について

の科学的知識も紹介。

カエルであることがイヤなカエ

ル。ぬれてるし、ヌルヌルして

るし、ムシばっかり食べてるし。

それよりも、もっとかわいくて、

フサフサの動物になりたいので

す…。読み聞かせが楽しいユー

モア絵本。

◆コメント◆

デヴ・ペティのカエルシリーズ、４話あるうちの最新版。

1話の『オレ、カエルやめるや』も最高におもしろい！

この『オレ、ねたくないからねない』は、今の季節に

ぴったりのかわいいかえるくんのお話です。

『オレ、ねたくないからねない』
デヴ・ペティ／ぶん マイクロマガジン社

『せとうちたいこさんふじさんのぼりタイ』童心社

✿長野 ヒデ子さん

『おつきさまひとつずつ』『とのさま1ねんせい』 など

✿ジーン・ジオンさん

◆ 作品の一例◆

『どろんこハリー』『はちうえはぼくにまかせて』など

『なきたろう』
松野 正子／作・文 復刊ドットコム

『どうしてなくの?』
フラン・ピンタデーラ／文 偕成社

なんでもやってみたいタイのお

かあさん、せとうちたいこさん。

「ふじさんと友だちになりたー

い」と、ふじさんまでやってき

ました。ふじさんと仲よくなっ

たたいこさんは、ふじさんに登

ろうと準備をはじめ…。

「なきたろう」は、流す涙で稲

まで枯らす泣き虫で、村人も両

親も、天狗までが困り果てる始

末。ついに天狗に知らないとこ

ろまで飛ばされて…。「なきた

ろう」の心の成長を、民話調の

語り口で綴った優しい絵本。



　　日時：１２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）…「となりのシムラ　１」

　１１日（一般）…「となりのシムラ　２」

　２５日（児童）…「ふしぎ駄菓子屋銭天堂　１」

※12月18日は美術鑑賞講座のため、上映会はお休みです。

　☆日時：１２月１５日（水）（毎月第3水曜日） 　☆日時：１２月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 31 1/1

2 3 4 5 6 7 8

　　☆日時：１２月２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

--　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/



 

・『我が友、スミス』 石田夏穂/著
（すばる11月号掲載）

・『Schoolgirl』 九段理江/著
（文學界12月号掲載）

・『オン・ザ・プラネット』島口大樹/著
（群像12月号掲載）

・『ブラックボックス』 砂川文次/著
（群像8月号掲載）

・『皆のあらばしり』 乗代雄介/著
（新潮10月号掲載）

※新型コロナウイルスの感染状況によっては、日程の変更や開催の中止等が生じる場合
があります。ご了承ください。

受賞作は2022年

1月19日(水)決定！

観覧
無料

芥川賞・直木賞 候補作品決定！

今年も中津市立図書館をよろしくお願いいたします。

職員一同、みなさまのご利用をお待ちしております。

新年

あけまして

おめでとうございます

New Ｙｅａｒ
Library Concert 2022

～ 図書館で音楽会 ～

直木賞 芥川賞
※所蔵しています。
直木賞：新進・中堅作家によるエンターテイメント作品から選出

※未所蔵です。
芥川賞：雑誌掲載の新進作家

による純文学の中・短編から

選出



順位 分類番号 予約数 冊数

1 透明な螺旋　ガリレオ10 913.6 27 6

2 白鳥とコウモリ 913.6 17 6

3 残照の頂　　山女日記　続 913.6 13 2

4 ５２ヘルツのクジラたち 913.6 12 6

ペッパーズ・ゴースト 913.6 10 4

闇祓 913.6 10 3

２位　　 ３位 ４位　　 ５位 ５位

　　　「螢草　菜々の剣　①、②、③」

　　　「この世界のさらにいくつもの片隅に」

　　　「ふしぎ駄菓子屋銭天堂　①」

　　　「ミッキーマウス　クラブハウスのせかいりょこう」

以上　６　点 ※１月下旬からの貸出予定となります。

手帳＆ノートの文房具アイデアBEST256 扶桑社

願いを叶える全国の神社・お寺の絵馬 マイナビ出版

鎌倉殿と執権北条氏の歴史 福田　智弘

天才を育てた親はどんな言葉をかけていたのか？ 真山　知幸

ボクもたまにはがんになる 三谷　幸喜

稼働率100％クローゼットの作り方 小山田　早織

直見工房 財前　直見

肉はシンプルに漬ける！ 堤　人美

はじめてママ&パパの見てマネするだけ366日の離乳食 落合　貴子

60歳からはじめるメルカリ マキノ出版

答えは風のなか 重松　清

李王家の縁談 林　真理子

同士少女よ、敵を撃て 逢坂　冬馬

吾妻おもかげ 梶　よう子

一人でぽつんと生きればいい 曽野　綾子

～並び替えて「ことわざ」にしよう！～

問１.　は　ご　よ　だ　な　り　ん 先月の答え

ヒント：　串にささった和菓子といえば… ・なきっつらにはち（泣き面に蜂）

問２.　は(わ)　と　ね　き　り　か　な ・ぶたにしんじゅ（豚に真珠）

ヒント：　時間を無駄にしてはよくありません。 ※今月の答えは来月号に掲載します。

湊　かなえ

913.6

書名 著者名

（2021年12月16日現在）

書　　　　　　名 著　　者

町田　そのこ

東野　圭吾

002.7

175.9

伊坂　幸太郎

分類番号

辻村　深月

（2021年12月16日現在）

5

494.9

593.5

913.6

596

596.3

599.3

673.3

東野　圭吾

913.6

914.6

‐　1　‐

210.4

913.6

379.9

１位



◆今月のテーマ◆ 「音楽・音」  の絵本
今月は「音楽」や「音」に関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』✣

―2―

音楽の大好きな3兄弟がバイオ

リンを弾いていると、音楽の大

好きなかえるが池から出てきま

した。そして、「うちに来てバ

イオリンを弾いてください」と

頼みますが…。さて、3兄弟は

どうなることでしょう。

ポテトおばさんの畑で、じゃが

いもがたくさんとれました。

「村のお祭りに、コロッケを

作ったらどうかしら。大きな大

きなコロッケを!」村の人たち

が力をあわせて、コロッケ作り

大作戦が始まります! 

◆コメント◆

ポテトおばさんが作るじゃがいも料理はとてもおいしそ

うで思わずよだれが出そうになるし、村の人たちみんな

で料理する場面は、読んでいて楽しくなります。最後ま

で読み終わったときは、きっとコロッケを食べたくなっ

ているはずです。

『ポテトむらのコロッケまつり』
竹下 文子／文 教育画劇

『おおきなかべがあったとさ』文溪堂

✿サトシン さん

『うんこ!』『わたしはあかねこ』など

✿ 安野 光雅 さん

◆ 作品の一例◆

『しりとり』『あいうえおみせ』『旅の絵本』など

『おじいちゃんのふしぎなピアノ』
はまぎし かなえ／作 講談社

『弾きがえる』
久留島 武彦／作 子どもの未来社

ある日、とつぜん目の前に高い

かべがあらわれた。さあ、どう

する? とても越えられそうもな

いかべだったけれど、はしごを

かけたり、鳥につかまったりし

て、知恵を使って乗り越えてい

き…。勇気が出る、楽しい絵本。

おじいちゃんの部屋にたたずむ

1台のピアノ。おじいちゃんが

鍵盤に手をのせると、楽しいメ

ロディーが広がる。おまつりの

曲、遠い国の曲、深い星空の曲、

おじいちゃんのお気に入りの曲

…。豊かなメロディーや情景が

伝わる絵本。



　　日時：１月８日、１５日、２２日、２９日(毎週土曜日）

　　　　　　１４：００～

　　場所：視聴覚室　　　　　　　　※１６名限定。先着順

　　(内容)

　　８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」

　１５日（名作）…「猫が行方不明」

　２２日（児童）…「うっかりペネロペ　たくさんおぼえたよ編」

　２９日(一般)…「きみの瞳(め)が問いかけている」

※1月1日は休館日の為、上映会はお休みです。

　☆日時：１月１９日（水）（毎月第3水曜日） 　☆日時：１月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 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

＊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

赤ちゃんおはなし会

あかちゃんタイム

図書館上映会

--　3　--

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/



 

2022年1月19日に発表されました芥川賞・直木賞の受賞作品は以下の通りです。

芥川賞・直木賞 決定！

直木賞

決して破られない石垣を造
ろうとする石工の匡介。し
かし、そこに立ちふさがる
のは、どんな守りも打ち破
るという彦九郎の砲。
大津城を舞台に、信念をか
けた職人の対決が幕を開け
る。

『塞王の楯』

今村 翔吾/著
集英社

ずっと遠くに行きたかった。
今も行きたいと思っている。
自分の中の怒りの暴発を、
なぜ止められないのだろう。
自転車便のメッセンジャー、
サクマは都内を今日もひた
走る。

『ブラックボックス』

砂川 文次/著
講談社

芥川賞

織田信長に叛旗を翻して有
岡城に立て籠もった荒木村
重は難事件に翻弄される。
村重は、土牢の囚人にして
織田方の軍師・黒田官兵衛
に謎を解くよう求めた。
事件の裏には何が潜むのか
-。

『黒牢城』

米澤 穂信/著
KADOKAWA

さいおう たて こくろうじょう

昨年に引き続き感染症対策を
行いながら開催いたしました。
すてきなヴァイオリンとピア
ノの音色にみなさん聞き入っ
ていました。
また、図書館クイズや手話な
ど、会場の皆様には楽しんで
参加していただけたようです。

New Ｙｅａｒ

Library Concert 2022

～ 図書館で音楽会～

↑ 1/23コンサートの様子



順位 分類番号 予約数 冊数

1 透明な螺旋　ガリレオ10 913.6 19 6

2 人は話し方が9割 361.4 13 2

3 真夜中のマリオネット 913.6 12 3

4 白鳥とコウモリ 913.6 11 6

三千円の使いかた 913.6 10 3

もう別れてもいいですか 913.6 10 2

２位　　 ３位 ４位　　 ５位 ５位

　　　「猫が行方不明」「ふるさとに生きる⑦」

　　　「きみの瞳(め)が問いかけている」「星の子」

　　　「世界でいちばん貧しい大統領」

　　　「うっかりペネロペ　たくさんおぼえたよ編」

　　　「２分の１の魔法」「魔女の宅急便」

以上　８　点 ※２月下旬からの貸出予定となります。

素敵な人になるための読書案内。 マガジンハウス

御朱印さんぽ九州の寺社 JTBパブリッシング

偉人しくじり図鑑 河合　敦

人は聞き方が9割 永松　茂久

「トイレが近い」人のお助けBOOK 関口　由紀

一生お金に困らないお金ベスト100 萩原　博子

名もなき平日鍋100 オレンジページ

世界一親切な片づけの教科書 長島　ゆか

今さら聞けない除草剤の話きほんのき 農文協

大谷翔平ー偉業への軌跡ー 斎藤　庸裕

六つの村を越えて髭をなびかせる者 西條　奈加

愚かな薔薇 恩田　陸

血の歌 なかにし　礼

世界の美しさを思い知れ 額賀　澪

その日まで 瀬戸内　寂聴

～並び替えて「ことわざ」にしよう！～

問１.　わ　い　れ　が　そ　ば　ま 先月の答え

ヒント：　あせるだけでは上手くいきません。 ・はなよりだんご（花より団子）

問２.　ぼ　に　に　な　か　お　う ・ときはかねなり（時は金なり）

ヒント：　節分になるとやってくる ※今月の答えは来月号に掲載します。

永松　茂久

913.6

914.6

‐　1　‐

281.0

913.6

361.4

495.4

591

913.6

596

597.5

615.8

783.7

019.9

186.9

原田　ひ香

分類番号

垣谷　美雨

（2022年1月20日現在）

5

知念　実希人

913.6

書名 著者名

（2022年1月17日現在）

書　　　　　　名 著　　者

東野　圭吾

東野　圭吾

１位



◆今月のテーマ◆ 「色、いろいろ」絵本

今月は色をテーマにした絵本をご紹介します。絵本を通してたくさんの色との出会いを楽しもう♪

✣ 今月の『司書が選んだ一冊』✣ ✣ 今月の『絵本作家さん』✣

―2―

長方形、三角形、五角形…

いろいろな形が並んでいます。

そして水色、茶色、黄色に桃色

…いろいろな色をしています。

みずいろはどーれ？

ちゃいろはどーれ？

色を当てていくと最後に何がで

きるかな？

節分の夜のこと。どの家も豆ま

きと柊の葉飾りをしていて、

おにのこのおにたは入ることが

出来ません。ところが、女の子

と病気のお母さんの住んでいる

家だけは何もしていなくて…。

“教科書に出てくる本”として

も有名な胸を打つ名作です。

◆コメント◆

おにたの「おににも、いろいろ あるのにな。

にんげんも、いろいろ いるみたいに。」という言葉が印象

的でした。切ないお話と、いわさきちひろさんの絵がよく

あって優しい気持ちになれる絵本です。

『おにたのぼうし』
あまん きみこ／文 ポプラ社

『コロッケです。』 福音館書店

✿西村 敏雄さん
『もりのおふろ』『くまくまぱん』など

✿シャーロット・ゾロトウさん
◆ 作品の一例◆
『ねえさんといもうと』

『かぜはどこにいくの』『なかなおり』など

『いろいろへんな いろのはじまり』
アーノルド・ローベル／作 冨山房

『いろは いろいろ』
沢木 耕太郎／作 講談社

ある日、コロッケはコロッケ屋

のおじさんの隙を見て遊びに出

かけました。コロッケころころ

ころっころ～！広場に動物園、

畑の中にまでいるコロッケにみ

んなびっくり！ついにはあんな

ところまで…⁈スケールの大き

な楽しい絵本です。

昔、世界に色というものはあり

ませんでした。魔法使いはあれ

をちょっぴり、これをちょっぴ

り壺に混ぜ、色を作り出します。

こうして世界中に塗られたのは

青色…でも一色だけの世界はど

うも上手くいきません。

困った魔法使いは…？



　　日時：２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) まん延防止等重点措置期間中の児童向けに限り中止します

　　５日（児童）…「ふしぎ駄菓子屋銭天堂　２」　　※中止

　１２日（一般）…「ライジング若冲」

　２６日（児童）…「恐竜超伝説　劇場版ダーウィンが来た！」

※２月1９日は美術鑑賞講座のため、上映会はお休みです。

　☆日時：２月 　☆日時：２月２１日（毎週月曜日）

　　　　　　１１：００～１１：３０　

　☆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

＊開館時間　

　　☆日時：２月３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

赤ちゃんおはなし会

あかちゃんタイム

図書館上映会

--　3　--

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/



 

本屋大賞とは…「全国書店員が選んだいちばん!売りたい本」の賞です。

大賞の決定は4月6日の予定です。

本屋大賞 ノミネート決定！

◆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！

『雑誌スポンサー』を募集しています！

★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。



順位 分類番号 予約数 冊数

1 黒牢城 913.6 28 5

塞王の楯 913.6 19 3

人は話し方が9割 361.4 19 2

鑑定人　氏家京太郎 913.6 16 4

李王家の縁談 913.6 16 3

6 三千円の使いかた 913.6 14 3

２位　　 ２位 ４位　　 ４位 ６位

　　　「ライジング若冲」「新解釈三國志」

　　　「朝が来る」「ノマドランド」「ファーストラヴ」

　　　「恐竜超伝説　劇場版ダーウィンが来た！」

　　　「映画トムとジェリー」

　　　「あいうえーお！でヨロレイヒ　シナぷしゅ」

以上　８　点 ※３月下旬からの貸出予定となります。

リモート経済の衝撃 野口　悠紀雄

なぜ日本人は怒りやすくなったのか？ 安藤　俊介

一冊でわかる鎌倉時代 大石　学

一気にわかる！池上彰の世界情勢2022 池上　彰

ニキビは皮膚科で治す 鳥居　靖史

「噛める」「飲み込める」がうれしい料理 山田　晴子

大原千鶴のかんたん仕込みごはん 大原　千鶴

世界一楽しい子育てアイデア大全 木下　ゆーき

多品目・多品種ベリー栽培で成功する!! 小尾　康之

決め手将棋！次の三手185問 森　信雄

母の待つ里 浅田　次郎

探花　（隠蔽捜査　9） 今野　敏

無邪気な神々の無慈悲なたわむれ 七尾　与史

きりきり舞いのさようなら 諸田　玲子

モヤモヤするけどスッキリ暮らす 岸本　葉子

～並び替えて「ことわざ」にしよう！～

問１.　あ　ぶ　ず　と　ら　み 先月の答え

ヒント：　相性がよくありません ・いそがばまわれ（急がば回れ）

問２.　こ　ね　ん　こ　ば　に ・おににかなぼう（鬼に金棒）

ヒント：　時代劇でよく見るお金 ※今月の答えは来月号に掲載します。

2

4

今村　翔吾

913.6

914.6

‐　1　‐

210.4

913.6

319

494.8

498.5

913.6

596

599

625.6

796

007.3

141.6

林　真理子

分類番号

原田　ひ香

（2022年2月17日現在）

永松　茂久

913.6

書名 著者名

（2022年2月14日現在）

書　　　　　　名 著　　者

中山　七里

米澤　穂信

１位



◆今月のテーマ◆ 「勝負」の絵本
いざしょうぶ！今月は勝負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―

目をつぶっている間にしのび

よる、友達のかげ。ハラハラ

ドキドキの「だるまさんがこ

ろんだ」の勝負の行方は? 絶

妙な間と展開がたのしい、

「だるまさんがころんだ」の

えほん。

人間として生きるのに、忘れら

れないことがある。忘れてなら

ないことがある。中国の大地・

南京から持ち帰った花、むらさ

き花だいこんに込められた、戦

争の悲しみと平和への決意とは

…。

◆コメント◆

今から約90年前の日中戦争に関連する史実を元に

創作されたお話です。美しく咲く紫の花に平和への

思い、未来への希望がこめられています。

『むらさき花だいこん』
大門 高子／文 新日本出版社

『オニババ対ヒゲ』 KADOKAWA

✿ tupera tupera さん

『しろくまのパンツ』『うんこしりとり』

✿ 長谷川 義史 さん

◆ 作品の一例◆

『いいからいいから』『だじゃれ日本一周』など

『ポコンペンペンばけがっせん』
ザ・キャビンカンパニー／作 アリス館

『しんけんしょうぶ だるまさんがころんだ』
武田 美穂／作 ほるぷ出版

ヒゲの平穏な日常は、オニババ

の登場により、ある日とつぜん

終わりを告げた。足で踏みつぶ

されたりと、オニババにひどい

扱いをされるが…。映画「未来

のミライ」に登場する絵本。

満月のよる、あぶらげやまの

ばけぎつねと、まんじゅうや

まのばけだぬきのばけがっせ

んがはじまった。どちらがこ

わいか、いざ勝負! 3分割した

ページをめくってこわい顔を

作れる、しかけ絵本。



　　日時：３月５日、１２日、１９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）…「少年寅次郎スペシャル」

　１２日（児童）…「トムとジェリー　１０」

　１９日（名作）…「ソローキンの見た桜」

　２６日（児童）…「おしりたんてい　１５」

　☆日時：３月１６日（水）（毎月第3水曜日） 　☆日時：３月７日、１４日、２８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

＊開館時間　

　　☆日時：３月３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

--　3　--

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/


