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＊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



1978年 大阪生まれ。金沢美術工芸大学日本画専攻卒業

2004年 文字のない絵本『サルくんとお月さま』で絵本作家デビュー

2007年 フランス　Lepetit lezardより絵本『cache-cache』出版

2009年 第1回「Be絵本大賞（フジテレビKIDS他主催）において絵本『せかいいちながい

ゾウさんのおはな』が優秀賞受賞

2011年 イタリアDonzelli社より絵本『PINOCCHIO IL BURATTINO DI FERRO』出版

2012年 大阪四條畷に自身のギャラリーショップ『gallery&café Zoologi que』オープン

毎日新聞にて童話『森の遊園地』連載。

2013年 サントリーオールフリー車内吊り広告イラスト

絵本『100にんのサンタクロース』（文渓堂）出版

2014年 エースコックどっさり野菜パッケージイラスト&キャラクター作成

絵本『サルくんとバナナのゆうえんち』（文渓堂）』出版

博多大丸サンタフルクリスマス装飾&ビジュアル

2015年 絵本『カメくんとアップルパイ』（アリス館）出版

R.Lワッフルケーキ×谷口智則　お菓子缶発売

絵本『まじょのルマニオさん』（文渓堂）出版

絵本『おおきいサンタとちいさいサンタ』（文渓堂）出版

2016年 絵本『ワニのワッフルケーキやさんワニッフル』（アリス館）出版

絵本『くいしんぼうのクジラ」（あかね書房）出版

絵本『サルくんとお月さま』（文渓堂）復刊

絵本『100にんのサンタクロース』台湾版、中国版出版

絵本『おおきいサンタとちいさいサンタ』中国版出版

近鉄百貨店ハロウィンビジュアル作成

- １ -



図書館移転25周年記念イベントや図書館 簡単な質問に答えて、あなたの性格を診断！

からのお知らせをご案内します。 それぞれの性格におすすめの本をご案内します。

平成30年度の貸出トップ10を発表します！

ペッパーがあなたの年齢をズバリ！

当てちゃいます！
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　小幡記念図書館が新築移転オープンした4月23日は、こども読書の日です。

また、こどもの読書週間もはじまります。中津市内の各図書館では、こどもの

読書週間に合わせてイベントを行ないます。ぜひ、ご来館ください。

【こどもの読書週間　紹介】
　子どもたちにもっと本を、子どもたちにもっと本を読む場所をとの願いから、「こどもの読書週間」は１９５９年（昭和

３４年）に誕生しました。もともとは、５月５日の「こどもの日」を中心とした２週間（５月１日～１４日）でしたが、子ども

の読書への関心の高まりを受けて、「子ども読書年」である２０００年より現在の４月２３日（世界本の日・子ども読書

の日）～に期間を延長しました。開始当時より、図書館・書店・学校を中心に、子どもたち

に本を手渡すさまざまな行事が行われてきました。

　幼少のときから書物に親しみ、読書の喜びや楽しみを知り、ものごとを正しく判断する

力をつけておくことが、子どもたちにとってどんなに大切なことか……。

　子どもに読書を勧めるだけでなく、大人にとっても子どもの読書の大切さを考えるとき、

それが「こどもの読書週間」です。

分類

K913 ク

K480 マ

K913 タ

K933 ホ

K929 イ

KE（絵本）

K913 

K913 

KE（絵本）

KE（絵本）

KE（絵本）

K938 タ

工藤ノリコ　著（白泉社）

茂市久美子　作（講談社）

たかどのほうこ　作・絵（偕成社）

前田まゆみ　作（あすなろ書房）

草谷桂子　著（子どもの未来社）

タイトル

図書館につづく道

いきもの図鑑えほん

へんてこもりにいこうよ

著者（出版社）

くまのパディントン

ドラゴンラージャ　1～12

ノラネコぐんだんパンこうじょう

はくぶつかんのよる
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森 絵都　作（講談社）

武田美穂　絵（ほるぷ出版）

イザベル・シムレール 文・絵（岩波書店）

マイケル・ボンド　作（福音館書店）

イ　ヨンド　作（岩崎書店）

　　　　　　「こどもの読書週間」紹介文章・マーク・ポスター画像は「社団法人　読書推進運動協議会」ホームページのフリー素材より引用 　　 

マチルダはちいさな大天才
（ロアルド・ダールコレクション　16）

おひさまやのおへんじシール

オムライスのたまご

オムライス・ヘイ!

たしろちさと　作（ほるぷ出版）

ロアルド・ダール　著（評論社）

　図書館職員が選ぶ「こどもの読書週間」標語にちなんだおすすめの本をご紹介します！

まちのじどうしゃレース



 ☆児童書　無料配布 ☆春のおたのしみおはなし会
　日時　４月２３日（月）　９：００～ 　日時　５月７日（月）　１１：００～（４５分程度）

　場所　小幡記念図書館内 　場所　小幡記念図書館　研修室

　【配布資料】

　　児童書、絵本、紙芝居 　内容　いつもより時間を延長して

　　　　 　　　　　紙芝居、パネルシアター

　　　　　わらべ歌、など、楽しい

　　　　　おはなし会を開催します！

　小幡記念図書館では「こどもの読書週間」「こども読書の日」にあわせて「としょかんどくしょ

スタンプラリー」を開催します。

　４月９日（月）よりスタンプラリー用紙を小幡記念図書館で配布します。読んだ本のタイトルを

裏の記入欄に書き込んでください。大きいマスでは、書いている条件にあった本を選んでください。

読んだ本の数だけスタンプをおします。ゴールにたどり着いた方には、読書週間グッズを進呈いた

します。ぜひご参加ください！

（用紙配布期間）平成29年4月9日（月）～5月12日（土）

（実施期間）平成29年4月23日（月）～5月30日（水）
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新着本　（毎週 約２００冊。木曜日or金曜日に配本します。）
著　者（出版社） 分類番号 分類番号

斎藤 茂太　著 159 K 210

久留飛 克明　文 480.4 K 457

岡村 淳司　編著 796.0 K 913

浅田 次郎　著 913.6 K 913

西 加奈子　著 913.6 K 991

新堂 冬樹　著 913.6 KE

吉沢 久子　著 914.6 KE

　　「夏目漱石の妻①」「夏目漱石の妻②」「ミツバチのささやき」「疾風ロンド」

　　「ミュータント・タートルズ」「怪盗グルーとミニオン危機一髪」「モアナと伝説の海」

　　の7点です。4月下旬からの貸出予定です。

順位 分類番号 予約数 冊数

1  おらおらでひとりいぐも 913.6 41 5

2  漫画君たちはどう生きるか 159.5 31 4

3  キラキラ共和国 913.6 18 5

4  マスカレード・ナイト 913.6 17 6

5 913.6 13 2

　本と映像に親しむ会 　源氏物語を読む会（※会場は研修室or視聴覚室）

　日時：4月5日(木）　14：00～17：00 　日時：4月5日(木）　13：30～15：30

　内容：『秘密の花園』 　内容：原文を声に出して読み、平安時代の社会、

　　　　　（F・H・バーネット　著/福音館書店） 　風習の解説を加えて千年の時を経ても人間の思いの

　　　　　『旅をする木』（星野道夫　著/文藝春秋） 　変わらないことを登場人物を通して知る。

 図書館上映会 　あかちゃんタイム

　日時：第１･第３･第４土曜日 　 14: 00 ～ （通常） 　赤ちゃんや小さなお子さんといっしょに、

　4月 　ぜひ図書館にご来館ください！

　　7日（児童）…「おまえ　うまそうだな」 　☆日時：毎月第３水曜日　 10：30 ～ 12：30

   28日（一般）…「幼獣マメシバ」 　　　　　　　4月　…18日（水）

 　4/14は版画教室、4/21は美術鑑賞講座のため、

 　図書館上映会はお休みです。

 おはなし会  赤ちゃんおはなし会

　日時：毎週月曜日 　 11: 00 ～ 11: 30 （30分程度） 　☆日時：毎月第３水曜日　11時～11時30分

　　　　　4月　…2日、9日、16日、23日 　　　　　　　4月　…18日（水）

　内容：就学前のこどもに、絵本や紙芝居の読み 　☆対象：０歳児

　聞かせ、手遊びなど、親子で楽しい一時を！ 　☆内容：赤ちゃん向け絵本の読み聞かせや紹介、

 ※祝日開館の月曜日は、おはなし会はお休みです。 　わらべ歌あそびなど、赤ちゃんのためのお話会です。
　　　　　　

小川　糸

東野　圭吾

佐久間　健一

‐　５　‐

 モデルが秘密にしたがる体幹リセットダイエット

（2018年3月22日現在）

書　　　　　　名 著　　者

若竹　千佐子

吉野　源三郎（原作）

 100歳。今日も楽しい　  あかちゃん新社長がやってきた マーラ・フレイジー　作

 おまじない　  ギリシア神話　 加藤 綾子　文

 枕女王　  はるのごほうび　 内田 麟太郎　作

 家の中のすごい生きもの図鑑  羽毛恐竜　 大島 英太郎　作

 頂へ　藤井聡太を生んだもの モンスター・ホテルでプレゼント 柏葉 幸子　作

 長く高い壁  SNSトラブル連鎖　 高橋 幹子　著

（2018年3月22日現在）

　書　　　名　　　（一般） 　　書　　　名　　　（児童） 著　者（出版社）

 悩む人ほど強くなる　  日本史探偵コナン　11 青山 剛昌　原作



～美術館で楽しむ絵本原画！～

　出会いの季節がやってきました。美術作品とも沢山出会う季節にしましょう!!

～お知らせ～　「アートスペース中津」4月の展示

4月4日(水)～9日(月)　生涯学習大学活動紹介展示

4月11日(水)～23日(月)　「小さな書道展」

‐　6　‐

　お隣木村記念美術館では現在「春の常設展」を開催中です。また、4月28日(土)からは、企
画展「谷口智則絵本原画展」を開催!!国内外で活躍中の絵本作家、谷口智則氏の絵本原画を展
示・紹介します。会期中は、美術館全体が絵本ワールドに!独特の世界観を醸し出す絵本原画
をお楽しみください。5月には関連イベントとして、谷口氏による読み聞かせ＆ライブペイン
ティングやアーティスト・トークも予定されていますので、是非ご来館ください!!詳細は各所
で配布中の企画展チラシをご覧いただくか、図書館・美術館までお問い合わせください。

◆今月のテーマ◆ みてるだけで楽しい！『色、いろいろ 絵本』

◆ 今月の『司書が選んだ一冊』◆

今回は、“色”がキーワードになっている絵本を集めてみました♪

◆ 今月の『絵本作家さん』◆

カルロはカメレオン。ジャングル

を歩くと、周りと同じ色にからだ

の色が変わります。動物たちは、

そんなカルロに気付きません。そ

こである日、カルロは素晴らしい

ことを思いついたのです…。たし

ろさんが紡ぐ素敵な色づかいに魅

せられる絵本です。

お母さん犬が、子犬のジョージに

「吠えてごらんなさい」と言うと、

「ニャオ」。「ちがうでしょ。そ

れはネコちゃんよ。もう一回」。

すると今度は「ガーガー」と鳴く

ジョージ。犬はどうやって吠える

のかな？ユーモアたっぷりな絵本。

🌼コメント🌼

「鳴き声」がテーマの、動物好きのお子さんにぴっ

たりな絵本です。子犬のGeorgeを心配するお母さん

や、獣医さんの活き活きとした表情がお話を盛り上

げます。ありえない展開から最後のオチまで漫画の

ように楽しめます。 『なぞかけどうじょう』 金の星社

✐ 中川 ひろたか さん
『ショコラちゃん』シリーズなど

✐ 武鹿 悦子 さん
🌼 作品の一例🌼

『のねずみくんのおはなし』シリーズ、

『くすのきだんち』シリーズなど

『ぼくはカメレオン』
たしろ ちさと/作 グランまま社

『いろいろいろのほん』
エルヴェ・テュレ/作 ポプラ社

月 ぶっくとーく

トランプとかけて、のこぎりとと

く。そのこころは…。江戸時代か

らある遊びの「なぞかけ」を、

ユーモアたっぷりに描いたことば

遊び絵本。「なぞかけ」を知らな

くても、道場に入門すれば、師範

がやさしく教えてくれます！

ゆびにあおをつけて、それから

きいろをなでる。どうなるか

な？みどりいろになったね！フ

ランス発・ポップな色づかいが

オシャレな絵本です。色の世界

の楽しさを、絵本を通じて体感

することができます。前作「ま

るまるまるのほん」もあわせて

どうぞ。

『Bark,George』（英語絵本）

Jules Feiffer/作 JY Books



※①A・B各コースは、隔週で運行します。(移動図書館カレンダーでご確認ください)

 　② (　)　は、小学校夏休み時の駐車地です。

曜日 予定時間 予定時間

10:10～10:30 牛神 ガーデンヴィラおぐす

10:40～11:00 東浜 東浜ゲートボール駐車場

11:10～11:30 中央 燦燦館中央

13:05～13:35 沖代A 沖代小学校

(沖代A) (沖代小学校)

13:40～14:00 上万田 上万田団地

14:10～14:30 豊寿園 豊寿園

14:40～15:00 永添A いずみの園

15:10～15:30 古城 古城公務員住宅

15:40～16:00 鶴居 鶴居コミュニティーセンター

16:10～16:30 沖代 沖代公民館

10:25～10:45 三保 三保交流センター

11:00～11:20 宮夫B 玄々堂

13:00～13:30 小楠Ａ 小楠小学校

(小楠S) (尚武館)

13:40～14:00 宮夫A 深町団地

14:10～14:30 是則 東中津駅

14:40～15:00 上如水 燦燦館東なかつ

15:10～15:30 如水 如水コミュニティーセンター

15:40～16:00 下池永 雇用促進住宅

16:10～16:30 小楠 小楠コミュニティーセンター

10:15～10:35 下万田 下万田団地

10:45～11:05 五領 五領住宅

11:10～11:30 高瀬 鶴居文化センター

13:10～13:40 三保Ａ 三保小学校

(三保Ａ) (三保小学校)

13:50～14:10 犬丸 犬丸集会所

14:20～14:40 野依 野依集会所

14:50～15:10 植野 植野公民館

15:20～15:40 今津 今津コミュニティーセンター

15:50～16:10 和田 和田公民館

10:10～10:30 大塚 八社神社

10:40～11:00 角木 第一共同調理場

11:10～11:30 小祝 グループホーム小祝

13:10～13:40 如水A 如水小学校

(是則S) (如水保育園)

13:50～14:10 如水B ややま園　如水

14:20～14:40 大悟法 県営大悟法団地

14:50～15:10 榊原 榊原集会所

15:20～15:40 大幡 大幡コミュニティーセンター

15:45～16:05 大幡B 清浄園

16:15～16:35 金手 慶応アカデミー

移動図書館車カレンダー
数字 Ａコース

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7 数字 Ｂコース

8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 数字 休み

22 23 24 25 26 27 28
29 30
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4月

15:45～16:05 大幡B 清浄園

16:15～16:35 金手 慶応アカデミー

14:50～15:10 榊原 榊原集会所

15:20～15:40 大幡 大幡コミュニティーセンター

13:50～14:10 大貞 ややま園　大貞

14:20～14:40 永添B 悠久の里

13:10～13:40 大幡Ａ 大幡小学校

(大幡S) (聖ヨゼフ寮)

金

10:10～10:30 大塚 八社神社

10:40～11:00 角木 第一共同調理場

11:10～11:30 小祝 グループホーム小祝

15:20～15:40 今津 今津コミュニティーセンター

15:50～16:10 和田 和田公民館

14:20～14:40 今津C 今津区集会所

14:50～15:10 今津B 今津神事場

(今津A) (今津小学校)

13:50～14:10 鍋島 鍋島拠点施設

11:10～11:30 高瀬 鶴居文化センター

13:10～13:40 今津A 今津小学校

16:10～16:30 小楠 小楠コミュニティーセンター

木

10:15～10:35 下万田 下万田団地

10:45～11:05 五領 五領住宅

15:10～15:30 如水 如水コミュニティーセンター

15:40～16:00 下池永 雇用促進住宅

14:10～14:30 犬丸A なのみ台団地

14:40～15:00 北原 北原地区生活改善センター

(和田Ａ) (和田小学校)

13:40～14:00 諸田 諸田憩の家
水

10:25～10:45 三保 三保交流センター

11:00～11:20 一ツ松 東九州短大付属幼稚園

13:00～13:30 和田Ａ 和田小学校

15:40～16:00 鶴居 鶴居コミュニティーセンター

16:10～16:30 沖代 沖代公民館

14:40～15:00 永添A いずみの園

15:10～15:30 古城 古城公務員住宅

13:40～14:00 上万田 上万田団地

14:10～14:30 黒水 黒水生活改善センター

中央 燦燦館中央

12:50～13:20 鶴居Ａ 鶴居小学校

(鶴居Ａ) (鶴居小学校)

月

ガーデンヴィラおぐす10:10～10:30 牛神

　駐車地　Ａコース 駐車地　Ｂコース

10:40～11:00 東浜 東浜ゲートボール駐車場

11:10～11:30

【代表】小幡記念図書館

〒871-0056 中津市1366番地1（片端町）

℡：0979-22-0679/Fax：0979-24-3516

◇メールアドレス：tosyokan@city.nakatsu.lg.jp

◇ホームページ： https://libwebsv.city-nakatsu.jp/



　平成30年4月1日より、移動図書館車の運行が一部変更になります。時間が変更になる駐車地も

ございますので、ご利用の方は移動図書館車の担当にお尋ねください。

　また、ご不明な点などございましたら、図書館ホームページをご覧いただくか、下記連絡先まで

お問合せください。

〔連絡先／変更駐車地・時間〕

◆小幡記念図書館　電話：0979-22-0679
（月曜日Bコース）１４：１４～１４：３０　黒水生活センター⇒豊寿園

　　（黒水生活センターはAコースの隔週運行になります）

（木曜日A・Bコース）　１１：１５～１１：３５    鶴居文化センター　⇒１１：１０～１１：３０に変更

◆三光図書館　電話：0979-43-2032（三光公民館内）
（第2・第4金曜日） １０：３０～１０：４５

１０：５０～１１：０５

１３：００～１３：３５

１３：４０～１３：５０

１４：００～１４：１５

１４：２０～１４：３５

◆本耶馬渓図書館　電話：0979-52-3033（本耶馬渓公民館内）
（第2・第4水曜日） １０：４０～１０：５５　東谷つばき地区（新設）

◆耶馬溪図書館　電話：0979-54-3111（耶馬溪公民館内）
（第1・第3木曜日） ⇒ 津民児童クラブ １０：２０～１０：４０

★春休み・夏休み・冬休みのみ運行

（第2・第4木曜日） １５：４５～１５：５５

廃止

（第1・第3金曜日） 山移小学校 廃校により廃止

山移公民館（新設） １３：１５～１３：４５

山移診療所前 １４：００～１４：２５

もみじの湯 １４：３５～１４：５５

鹿鳴館駐車場 １５：０５～１５：５０

◆山国図書館　電話：0979-62-2141
（第1・第4水曜日） 廃止

１５：５０～１６：００

１６：０５～１６：１５

１３：４０～１３：５０

小路住宅 １４：００～１４：１５

古城橋付近（新設） １４：２０～１４：３５

津民保育園

真浄寺前ひろば

庄屋村生活改善センター

白地農業研修所

１３：００～１３：３０
⇒

倉迫バス停付近 １０：３０～１０：４５

⇒

尾下集会所 １０：５０～１１：０５

深水小学校 １３：００～１３：３５

浪立宮下橋付近

１６：２０～１６：３０

１６：０５～１６：１５

１５：５０～１６：００

１５：４５～１５：５０金吉生活改善センター

幸田入口バス停前 １５：５０～１５：５５

１４：５０～１５：５０

１４：２０～１４：４０

１３：４５～１４：１０



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 30

＊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



新着本　（毎週 約２００冊。木曜日or金曜日に配本します。）
著　者（出版社） 分類番号 分類番号

JTBパブリッシング 291.9 K 338

堀江 貴文　著 304 K 616

和田 率　著 596.4 K 913

羽田 圭介　著 913.6 K 913

あさの あつこ　著 913.6 K 933

海堂 尊　著 913.6 KE

唯川 恵　著 915.6 KE

　　「おまえうまそうだな」「幼獣マメシバ」「クリスマス・キャロル」「トムとジェリー　すくえ！

　　魔法の国オズ」の4点です。5月下旬からの貸出予定です。
　　

順位 分類番号 予約数 冊数

1  おらおらでひとりいぐも 913.6 37 5

2  魔力の胎動 159.5 31 5

3  かがみの孤城 913.6 29 5

4  漫画君たちはどう生きるか 159.5 23 4

5  キラキラ共和国 913.6 17 5

　本と映像に親しむ会 　源氏物語を読む会（※会場は研修室or視聴覚室）

　日時：5月10日(木）　13：30～15：30

　内容：原文を声に出して読み、平安時代の社会、

　風習の解説を加えて千年の時を経ても人間の思いの

　変わらないことを登場人物を通して知る。

 図書館上映会 　あかちゃんタイム

　日時：第１･第３･第４土曜日 　 14: 00 ～ （通常） 　赤ちゃんや小さなお子さんといっしょに、

　5月 　ぜひ図書館にご来館ください！

　　5日（児童）…「トムとジェリー　楽しいボーリング」 　☆日時：毎月第３水曜日　 10：30 ～ 12：30

  26 日（一般）…「ツバキ文具店　1」 　　　　　　　5月　…16日（水）

 　12日は版画教室、19日は図書館行事のため、

 　図書館上映会はお休みです。

 おはなし会  赤ちゃんおはなし会

　日時：毎週月曜日 　 11: 00 ～ 11: 30 （30分程度） 　☆日時：毎月第３水曜日　11時～11時30分

　　　　　5月　…7日、14日、21日、28日 　　　　　　　5月　…16日（水）

　内容：就学前のこどもに、絵本や紙芝居の読み 　☆対象：０歳児

　聞かせ、手遊びなど、親子で楽しい一時を！ 　☆内容：赤ちゃん向け絵本の読み聞かせや紹介、

 ※祝日開館の月曜日は、おはなし会はお休みです。 　わらべ歌あそびなど、赤ちゃんのためのお話会です。
　　　　　　

（2018年4月25日現在）

　書　　　名　　　（一般） 　　書　　　名　　　（児童） 著　者（出版社）

 まだ見たことのない九州の絶景  よくわかる銀行　 戸谷 圭子　監修

 10年後の仕事図鑑  千年の田んぼ　 石井 里津子　著

 お弁父  こんぴら狗 今井 恭子　作

 5時過ぎランチ　  ママレード・ボーイ　 吉住 渉　原作

 にゃん!  最後のオオカミ　 マイケル・モーパーゴ　作

 玉村警部補の巡礼  なくのかな 内田 麟太郎　作

 バッグをザックに持ち替えて　  がっこうだってどきどきしてる アダム・レックス　文

（2018年4月25日現在）

書　　　　　　名 著　　者

‐　1　‐

5月はお休みです

若竹　千佐子

東野　圭吾

辻村　深月

吉野　源三郎（原作）

小川　糸



～盛りだくさん!5月のアート情報～

～お知らせ～　「アートスペース中津」5月の展示

4月28日(土)～5月21日(月)　谷口智則絵本原画展関連展示

5月23日(水)～28日(月)　「八面山美術展」

‐　2　‐

　新緑の美しい、お出かけによい季節になってきましたね。美術館では「谷口智則絵本原画
展」を5月21日(月)まで開催しています。今月19日(土)、20日(日)には関連イベントの「読
み聞かせ＆ライブペインティング」と「アーティスト・トーク」を開催!!申込不要・無料で
すので、気軽にご参加ください。企画展終了後は、5月26日(土)から、平成30年度「夏の常
設展」を開催予定です。梅雨や夏など、これからの季節に合わせた作品を多数展示予定で
す。是非ご来館ください。
　また、5月は春季大分県美展の季節!!県立美術館(OPAM)で、大分の美術の今を見ることが
できます!アート盛りだくさんの5月を是非楽しんでください!!

◆今月のテーマ◆ 『がんばれお仕事！』の絵本
     今回は、色々なお店やお仕事、おてつだいの絵本などを集めてみました♪

◆ 今月の『司書が選んだ一冊』◆ ◆ 今月の『絵本作家さん』◆

森の奥にある小さな家で、こびとの3

人姉妹がしたてやさんを開いていまし

た。お客さんは小さな動物たち。とこ

ろがある日、「人間のおひめさまが誕

生日に着る服」を作って欲しいと頼ま

れました。パーティーまでたった5日

です。間に合うかな？ドレスがつなぐ、

繊細で美しい物語です。

雨で外に出られない日曜日。バムは家

で本を読むことにしました。お部屋を

きれいに片づけてしまって、次はおや

つを作ろうと思っていたら、どろんこ

びちゃびちゃなケロが帰ってきて

…！？みんなわくわくできる愉快な絵

本です。

🌼コメント🌼

ささやかな日常の中に、楽しみをみつける2人の暮

らしぶりがとってもうらやましい。おうちの家具ひ

とつひとつが凝っていて可愛いし、2人で作るおや

つのドーナツがすごく美味しそう！細かな所までこ

だわって描いているので、何度読んでも新しい発見

がある楽しい絵本です♪

『バムとケロのにちようび』
島田 ゆか/作 文渓堂

『がっこういこうぜ！』 岩崎書店

🚗 もとした いづみ さん
『おばけのバケロン』シリーズなど

🚗 わたなべ ゆういち さん
🌼 作品の一例🌼

『ふうせんくじら』、

『ねこざかな』シリーズなど

『もりのちいさなしたてやさん』
こみね ゆら/作 風濤社

『あらいぐま洗車センター』
岡林 ちひろ/作 長崎出版

月 ぶっくとーく

なんとな～く学校に行きたくない

気分のけんご。そんなけんごを誘

いに来てくれた友だちのせいぎ。

「今日も学校休むのかよ」と言う

せいぎに、けんごは「妖怪のせい

で行けない」と言い出して…。笑

えて、2人の友情も感じることが

できるあたたかな絵本です。

あらいぐまは洗うの大好き。どうぶつ

いちのきれい好き。みんなの車もあら

いましょう。どんどんよごしてもって

きて。ねずみさんの車は、えんとつ、

屋根裏などをぬけてちりだらけ。次は

誰の車かな？5匹のあらいぐまが、ユー

モラスな仕草で一生懸命洗います。と

ても可愛らしい一冊。



※①A・B各コースは、隔週で運行します。(移動図書館カレンダーでご確認ください)

 　② (　)　は、小学校夏休み時の駐車地です。

曜日 予定時間 予定時間

10:10～10:30 牛神 ガーデンヴィラおぐす

10:40～11:00 東浜 東浜ゲートボール駐車場

11:10～11:30 中央 燦燦館中央

13:05～13:35 沖代A 沖代小学校

(沖代A) (沖代小学校)

13:40～14:00 上万田 上万田団地

14:10～14:30 豊寿園 豊寿園

14:40～15:00 永添A いずみの園

15:10～15:30 古城 古城公務員住宅

15:40～16:00 鶴居 鶴居コミュニティーセンター

16:10～16:30 沖代 沖代公民館

10:25～10:45 三保 三保交流センター

11:00～11:20 宮夫B 玄々堂

13:00～13:30 小楠Ａ 小楠小学校

(小楠S) (尚武館)

13:40～14:00 宮夫A 深町団地

14:10～14:30 是則 東中津駅

14:40～15:00 上如水 燦燦館東なかつ

15:10～15:30 如水 如水コミュニティーセンター

15:40～16:00 下池永 雇用促進住宅

16:10～16:30 小楠 小楠コミュニティーセンター

10:15～10:35 下万田 下万田団地

10:45～11:05 五領 五領住宅

11:10～11:30 高瀬 鶴居文化センター

13:10～13:40 三保Ａ 三保小学校

(三保Ａ) (三保小学校)

13:50～14:10 犬丸 犬丸集会所

14:20～14:40 野依 野依集会所

14:50～15:10 植野 植野公民館

15:20～15:40 今津 今津コミュニティーセンター

15:50～16:10 和田 和田公民館

10:10～10:30 大塚 八社神社

10:40～11:00 角木 第一共同調理場

11:10～11:30 小祝 グループホーム小祝

13:10～13:40 如水A 如水小学校

(是則S) (如水保育園)

13:50～14:10 如水B ややま園　如水

14:20～14:40 大悟法 県営大悟法団地

14:50～15:10 榊原 榊原集会所

15:20～15:40 大幡 大幡コミュニティーセンター

15:45～16:05 大幡B 清浄園

16:15～16:35 金手 慶応アカデミー

移動図書館車カレンダー
数字 Ａコース

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 数字 Ｂコース

6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 数字 休み

20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

- 3 -

　駐車地　Ａコース 駐車地　Ｂコース

月

10:10～10:30 牛神 ガーデンヴィラおぐす

10:40～11:00 東浜 東浜ゲートボール駐車場

11:10～11:30 中央 燦燦館中央

12:50～13:20 鶴居Ａ 鶴居小学校

(鶴居Ａ) (鶴居小学校)

13:40～14:00 上万田 上万田団地

14:10～14:30 黒水 黒水生活改善センター

14:40～15:00 永添A いずみの園

15:10～15:30 古城 古城公務員住宅

15:40～16:00 鶴居 鶴居コミュニティーセンター

16:10～16:30 沖代 沖代公民館

水

10:25～10:45 三保 三保交流センター

11:00～11:20 一ツ松 東九州短大付属幼稚園

13:00～13:30 和田Ａ 和田小学校

(和田Ａ) (和田小学校)

13:40～14:00 諸田 諸田憩の家

14:10～14:30 犬丸A なのみ台団地

14:40～15:00 北原 北原地区生活改善センター

15:10～15:30 如水 如水コミュニティーセンター

15:40～16:00 下池永 雇用促進住宅

16:10～16:30 小楠 小楠コミュニティーセンター

木

10:15～10:35 下万田 下万田団地

10:45～11:05 五領 五領住宅

11:10～11:30 高瀬 鶴居文化センター

13:10～13:40 今津A 今津小学校

(今津A) (今津小学校)

13:50～14:10 鍋島 鍋島拠点施設

14:20～14:40 今津C 今津区集会所

14:50～15:10 今津B 今津神事場

15:20～15:40 今津 今津コミュニティーセンター

15:50～16:10 和田 和田公民館

金

10:10～10:30 大塚 八社神社

10:40～11:00 角木 第一共同調理場

11:10～11:30 小祝 グループホーム小祝

13:10～13:40 大幡Ａ 大幡小学校

(大幡S) (聖ヨゼフ寮)

13:50～14:10 大貞 ややま園　大貞

14:20～14:40 永添B 悠久の里

14:50～15:10 榊原 榊原集会所

15:20～15:40 大幡 大幡コミュニティーセンター

15:45～16:05 大幡B 清浄園

16:15～16:35 金手 慶応アカデミー

5月 【代表】小幡記念図書館

〒871-0056 中津市1366番地1（片端町）

℡：0979-22-0679/Fax：0979-24-3516

◇メールアドレス：tosyokan@city.nakatsu.lg.jp

◇ホームページ： https://libwebsv.city-nakatsu.jp/





　4月23日～5月12日は、「こどもの読書週間」です。

中津市内の各図書館では、こどもの読書週間に合わせてイベントを行ない

ます。ぜひ、ご来館ください。

◆（企画展時）こどもの読書週間　読書案内「図書館職員おすすめの本」
　図書館職員が選んだ、2018年こどもの読書週間標語にちなんだおすすめの本をご紹介します！

　☆２０１８年　こどもの読書週間標語☆

　　「はじまるよ！！本のカーニバル！！！」

◆児童書　無料配布

　絵本や紙芝居などの除籍した児童図書を無料配付します。

（日時）４月２３日（月）　９：００～

（場所）小幡記念図書館内

　【配布資料】児童書、絵本、紙芝居

※本かなくなり次第終了します。

　　　　

◆春のおたのしみおはなし会
（日時）５月７日（月）　１１：００～（４５分程度）

（場所）小幡記念図書館　研修室

（内容）いつもより時間を延長して紙芝居、パネルシアター、

　　　　わらべ歌、など、楽しいおはなし会を開催します！

◆としょかんどくしょスタンプラリー

　「なかつし★やばけいゆうらん　たんけん！」
　～スタンプラリーで日本遺産「やばけい遊覧」を知ろう～

　小幡記念図書館で「こどもの読書週間・こども読書の日」に

あわせて「としょかんどくしょスタンプラリー」を開催します。

　４月９日（月）よりスタンプラリー用紙を小幡記念図書館で

配布します。読んだ本のタイトルを裏の記入欄に書き込んで

ください。

大きいマスでは、書いている条件にあった本を選んでください。

読んだ本の数だけスタンプをおします。ゴールにたどり着いた

方には、読書手帳を進呈いたします。ぜひご参加ください！

（用紙配布期間）平成30年4月9日（月）～5月12日（土）

（実施期間）平成30年4月23日（月）～5月30日（水）



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 4 5 6 7

＊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



新着本　（毎週 約２００冊。木曜日or金曜日に配本します。）
著　者（出版社） 分類番号 分類番号

大宮 冬洋[著] 152.2 K 486

石垣 英俊　著 492.7 K 796

大島 康徳　著 783.7 K 913

門井 慶喜　著 913.6 K 913

あさの あつこ　著 913.6 KE

佐藤 愛子　著 914.6 KE

　　「トムとジェリー　楽しいボーリング」「ツバキ文具店　1」「イエスマン」「I Love スヌーピー」

　　「本能寺ホテル」の5点です。6月下旬からの貸出予定です。

順位 分類番号 予約数 冊数

 おらおらでひとりいぐも 913.6 5

 かがみの孤城 913.6 5

3  魔力の胎動 159.5 31 5

4  漫画君たちはどう生きるか 159.5 25 4

5  あやかし草紙 913.6 16 1

　源氏物語を読む会（※会場は研修室or視聴覚室）  図書館上映会

　日時：6月7日(木）　13：30～15：30 　日時：第1･第3･第4土曜日 　 14: 00 ～ 

　内容：原文を声に出して読み、平安時代の社会、 　6月

　風習の解説を加えて千年の時を経ても人間の思いの 　　2日（児童）…「しまじろうのわお！おはなし大特集

　変わらないことを登場人物を通して知る。 　　　　　　　　　　　みんないきている」

   23日（一般）…「六月燈の三姉妹」

　本と映像に親しむ会    30日（児童）…「新ざわざわ森のがんこちゃん」

　日時：6月7日(木）　14:00～17:00  　9日は版画教室、16日は美術鑑賞講座のため

　内容：『田中正造と松下竜一』（新木安利　著/海鳥社）  図書館上映会はお休みです。

　　　　　 　あかちゃんタイム

　古文書を読む市民講座 　赤ちゃんや小さなお子さんといっしょに、

　日時：6月28日（木）　　18:00～19:30 　ぜひ図書館にご来館ください！

　☆日時：毎月第3水曜日　 10：30 ～ 12：30

　基礎講座を開催します。 　　　　　　　6月　…20日（水）

 おはなし会  赤ちゃんおはなし会

　日時：毎週月曜日 　 11: 00 ～ 11: 30 （30分程度） 　☆日時：毎月第3水曜日　11時～11時30分

　　　　　6月　…4日、11日、18日、25日 　　　　　　　6月　…20日（水）

　内容：就学前のこどもに、絵本や紙芝居の読み 　☆対象：０歳児

　聞かせ、手遊びなど、親子で楽しい一時を！ 　☆内容：赤ちゃん向け絵本の読み聞かせや紹介、

 ※祝日開館の月曜日は、おはなし会はお休みです。 　わらべ歌あそびなど、赤ちゃんのためのお話会です。
　　　　　　

（2018年5月24日現在）

　書　　　名　　　（一般） 　　書　　　名　　　（児童） 著　者（出版社）

 人は死ぬまで結婚できる  虫のしわざ探偵団 新開 孝　写真・文

佐藤 康光　監修

 新選組の料理人  体育館の日曜日 村上 しいこ　作

 がんでも人生フルスイング  ノラネコぐんだんと海の果ての怪物 工藤 ノリコ　著

 コリと痛みの地図帳  マンガで覚える将棋入門

 ホットケーキのおうさま 二宮 由紀子　文

 役に立たない人生相談　2  ききいっぱつねこざかな わたなべ ゆういち　作・絵

 雲の果

書　　　　　　名 著　　者

若竹　千佐子
321
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（2018年5月24日現在）

　内容：初心者の方にもわかりやすい古文書解読の

辻村　深月

宮部　みゆき

吉野　源三郎（原作）

東野　圭吾



～第66回 中津市美展開催！～

会期：平成30年6月6日(水)～10日(日)　10時～18時
会場：小幡記念図書館　研修室　(入場無料)
※最終日は、午前に表彰式を会場内で開催、17時までの展示です。

～お知らせ～　「アートスペース中津」6月の展示
6月13日(水)～25日(月)　　松川和博木版画展

　今年もあと少しで折り返しですね。梅雨の雨の憂鬱さを美術で吹き飛ばしていきま
しょう!!6月は「中津市美展」の季節です。今年で66回を数える中津市美展では、個性
豊かな作家たちの作品をお楽しみいただけます。是非ご来場ください!!

　そしてもう一つ、今年の10～11月に開催される国民文化祭、全国障害者芸
術・文化祭に向けてのイベントが県内各地で開催予定です。「マル美」を含
め、市報や市のサイトなどでどんどん情報をお届けしますので、お見逃しな
く!!
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◆ 今月の『絵本作家さん』◆

◆今月のテーマ◆  『大人も楽しめる絵本』
 今回の「ぶっくとーく」は、大人も…いや、むしろ大人が楽しめる！？絵本を集めてみました♪

◆ 今月の『司書が選んだ一冊』◆

よこさんとたてさんは、とても仲

良しです。ある日、たてさんが

「わたしのうちに遊びに来な

い？」と言いました。よこさんは、

喜んで行くことにしました。たて

さんの家は、細長くて、背の高い

家。さて、よこさんがたてさんの

家に入ってみると…。可愛さのあ

まり思わず笑ってしまうお話です。

おうちの前にできた、大きなみずた

まり。ふくちゃんがバシャバシャ

入っていくと、みずたまりが「おい

おい、しずかにしておくれ。ここか

らいろんなものをみているんだから

ね」と言いました。みずたまりに

映っていたのは、虹、飛行機、鳥…。

雨が待ち遠しくなるお話です。

🌼コメント🌼

梅雨の時期に読むと、雨上がりがさらに待ち遠しく

なります。ふくちゃんとみずたまりの会話だけでな

く、少しずつ小さくなっていくみずたまりや毎日違

うふくちゃんのおもちゃなどページ毎の変化も楽し

める絵本です。

『みずたまり』
殿内 真帆/作 フレーベル

『ねずみのつきめくり』 好学社

☂ レオ=レオニ さん
『フレデリック』など

☂ いもと ようこ さん

🌼 作品の一例🌼

『プレゼントの木』、

『ねこの絵本』など

『よこさんとたてさん』
はやさか しずこ/作 タリーズコーヒージャパン

『エイハブ船長と白いクジラ』
マヌエル・マルソル/作 ワールドライブ

月 ぶっくとーく

パーティーの１月、雪の中の２月、

冷たい風の吹く３月…。季節感

たっぷりに動き回るねずみたちの

１年の暮らしに、谷川俊太郎さん

が詩をつけました。短いけれど、

ゆっくり楽しめる宝物のような絵

本。

エイハブ船長は、七つの海をまた

にかけるクジラとりの名人。多く

のクジラを仕留めたけれど、モ

ビー・ディックほど謎めいたクジ

ラはいません。一番大きくて、

真っ白なクジラです。なんとして

でも見つけようと世界の果てまで

旅をしますが…。迫力満載で、コ

ミカルな絵本です。



※①A・B各コースは、隔週で運行します。(移動図書館カレンダーでご確認ください)

 　② (　)　は、小学校夏休み時の駐車地です。

曜日 予定時間 予定時間

10:10～10:30 牛神 ガーデンヴィラおぐす

10:40～11:00 東浜 東浜ゲートボール駐車場

11:10～11:30 中央 燦燦館中央

13:05～13:35 沖代A 沖代小学校

(沖代A) (沖代小学校)

13:40～14:00 上万田 上万田団地

14:10～14:30 豊寿園 豊寿園

14:40～15:00 永添A いずみの園

15:10～15:30 古城 古城公務員住宅

15:40～16:00 鶴居 鶴居コミュニティーセンター

16:10～16:30 沖代 沖代公民館

10:25～10:45 三保 三保交流センター

11:00～11:20 宮夫B 玄々堂

13:00～13:30 小楠Ａ 小楠小学校

(小楠S) (尚武館)

13:40～14:00 宮夫A 深町団地

14:10～14:30 是則 東中津駅

14:40～15:00 上如水 燦燦館東なかつ

15:10～15:30 如水 如水コミュニティーセンター

15:40～16:00 下池永 雇用促進住宅

16:10～16:30 小楠 小楠コミュニティーセンター

10:15～10:35 下万田 下万田団地

10:45～11:05 五領 五領住宅

11:10～11:30 高瀬 鶴居文化センター

13:10～13:40 三保Ａ 三保小学校

(三保Ａ) (三保小学校)

13:50～14:10 犬丸 犬丸集会所

14:20～14:40 野依 野依集会所

14:50～15:10 植野 植野公民館

15:20～15:40 今津 今津コミュニティーセンター

15:50～16:10 和田 和田公民館

10:10～10:30 大塚 八社神社

10:40～11:00 角木 第一共同調理場

11:10～11:30 小祝 グループホーム小祝

13:10～13:40 如水A 如水小学校

(是則S) (如水保育園)

13:50～14:10 如水B ややま園　如水

14:20～14:40 大悟法 県営大悟法団地

14:50～15:10 榊原 榊原集会所

15:20～15:40 大幡 大幡コミュニティーセンター

15:45～16:05 大幡B 清浄園

16:15～16:35 金手 慶応アカデミー

移動図書館車カレンダー
数字 Ａコース

日 月 火 水 木 金 土
1 2 数字 Ｂコース

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 数字 休み

17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
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6月

15:45～16:05 大幡B 清浄園

16:15～16:35 金手 慶応アカデミー

14:50～15:10 榊原 榊原集会所

15:20～15:40 大幡 大幡コミュニティーセンター

13:50～14:10 大貞 ややま園　大貞

14:20～14:40 永添B 悠久の里

13:10～13:40 大幡Ａ 大幡小学校

(大幡S) (聖ヨゼフ寮)

金

10:10～10:30 大塚 八社神社

10:40～11:00 角木 第一共同調理場

11:10～11:30 小祝 グループホーム小祝

15:20～15:40 今津 今津コミュニティーセンター

15:50～16:10 和田 和田公民館

14:20～14:40 今津C 今津区集会所

14:50～15:10 今津B 今津神事場

(今津A) (今津小学校)

13:50～14:10 鍋島 鍋島拠点施設

11:10～11:30 高瀬 鶴居文化センター

13:10～13:40 今津A 今津小学校

16:10～16:30 小楠 小楠コミュニティーセンター

木

10:15～10:35 下万田 下万田団地

10:45～11:05 五領 五領住宅

15:10～15:30 如水 如水コミュニティーセンター

15:40～16:00 下池永 雇用促進住宅

14:10～14:30 犬丸A なのみ台団地

14:40～15:00 北原 北原地区生活改善センター

(和田Ａ) (和田小学校)

13:40～14:00 諸田 諸田憩の家
水

10:25～10:45 三保 三保交流センター

11:00～11:20 一ツ松 東九州短大付属幼稚園

13:00～13:30 和田Ａ 和田小学校

15:40～16:00 鶴居 鶴居コミュニティーセンター

16:10～16:30 沖代 沖代公民館

14:40～15:00 永添A いずみの園

15:10～15:30 古城 古城公務員住宅

13:40～14:00 上万田 上万田団地

14:10～14:30 黒水 黒水生活改善センター

中央 燦燦館中央

12:50～13:20 鶴居Ａ 鶴居小学校

(鶴居Ａ) (鶴居小学校)

　駐車地　Ａコース 駐車地　Ｂコース

月

10:10～10:30 牛神 ガーデンヴィラおぐす

10:40～11:00 東浜 東浜ゲートボール駐車場

11:10～11:30

【代表】小幡記念図書館

〒871-0056 中津市1366番地1（片端町）

℡：0979-22-0679/Fax：0979-24-3516

◇メールアドレス：tosyokan@city.nakatsu.lg.jp

◇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 8/1 2 3 4

　＊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
※本が貸出



　日　時　８月７日、１４日、２１日
　　　　　午前９時～午後５時

　場　所　小幡記念図書館
　　　　　２階閲覧室、視聴覚室　計６６席

　対象者　児童、生徒等の学生

【ご注意】
　※図書の貸出など、通常の図書館のご利用はできません。

　※席数が限られているため、2階閲覧室、視聴覚室での

　　保護者の同伴はできません。ご了承ください。

◆移動図書館車 運行表 変更のお知らせ◆
　夏休み期間（７月２１日（土）～８月２４日（金）、ただし土日祝日は運休）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。

なお、詳しい駐車地・時間は、７ページの運行表をご覧ください。

（Aコース）

（Bコース）

１３：１０～１３：４０（時間変更なし）

１３：００～１３：３０（時間変更なし）水曜日
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時間

「大幡小学校」　→　「聖ヨゼフ寮」金曜日

曜日 駐車地 時間

曜日 駐車地

「小楠小学校」　→　「尚武館」

金曜日 「如水小学校」　→　「如水保育園」

１３：１０～１３：４０（時間変更なし）



　中津市立図書館では毎年、中津市内の小学生に図書館の仕事を

体験してもらうために１日図書館員体験を実施しています。

　本年も、７月下旬から８月中旬まで、小幡記念図書館・三光

図書館・本耶馬渓図書館・耶馬溪図書館・山国図書館それぞれの

図書館で、小さな図書館員さんたちが頑張ってくれます。

　利用者のみなさん、どうぞよろしくお願いします！

　　

　　『読書感想文コンクール　課題図書』の一覧です。

請求番号

ＫＥ

Ｋ913ハ

ＫＥ

ＫＥ

Ｋ913ナ

ＫＥ

Ｋ933モ

ＫＥ

Ｋ913マ

Ｋ913イ

Ｋ933ロ

Ｋ664イ

Ｋ913サ

Ｋ963ロ

Ｋ616イ

Ｋ933フ

Ｋ645コ

Ｋ956ク

☆本が貸出中の場合は予約サービスをご利用ください。

高等学校
の部 毎日新聞出版

評論社
キンバリー・ブルベイカー・ブ

ラッドリー

いのちは贈りもの　ホロコーストを生きのびて

車いす犬ラッキー　捨てられた命と生きる

わたしがいどんだ戦い1939年

西村書店

池田まき子

旬報社

フランシーヌ・クリストフ

小林照幸

岩崎書店

小学校
高学年
の部

講談社

あすなろ書房

福音館書店

汐文社

コンチャ・ロペス＝ナルバエス

こんぴら狗

中学校の部

クニマスは生きていた！

フィリップ・ロイ

- ２ -

学　　年 タイトル 作　　者 出版社

小学校
低学年
の部

ルラルさんのだいくしごと いとうひろし ポプラ社

はせがわさとみ あかね書房

フレーベル館

WAVE出版

小学校
中学年
の部

きみ、なにがすき？

ぼくとベルさん　友だちは発明王

奮闘するたすく

７月号と８月号は、紙面を増やして夏休みに役立つ情報や本の紹介などを掲載します。

文研出版

今井恭子

まはら三桃

くもん出版

レイナが島にやってきた！ 長崎夏海 理論社

森のおくから
むかし、カナダであったほんとうのはなし

レベッカ・ボンド

ローズマリー・マカーニー

ゴブリン書房

PHP研究所

カーソン・エリス

すごいね！みんなの通学路

最後のオオカミ

石井里津子

マイケル・モーパーゴ

がっこうだってどきどきしてる

なずずこのっぺ？

佐藤まどか

千年の田んぼ
国境の島に、古代の謎を追いかけて

太陽と月の大地

一〇五度

アダム・レックス
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　長期休暇の取れる夏休み。ゆっくり読書を楽しもう！…と思っても、読みたい本が

思いつかない、何を読んでいいか迷ってしまう…。というお悩みはありませんか？

　そこで、毎年たくさんの注目を集める、本屋大賞の受賞作をご紹介します。

予約が多くてなかなか読む機会が無かった本など、ぜひ、本を選ぶ参考になさってください！

2018年 第15回　 『かがみの孤城』　（著者）辻村 深月／（出版社）ポプラ社

[内容]　

2017年 第14回　 『蜜蜂と遠雷』　（著者）恩田 陸／（出版社）幻冬舎

[内容]　

2016年 第13回　 『羊と鋼の森』　（著者） 宮下 奈都／（出版社）文藝春秋

[内容]

2015年 第12回 『鹿の王』（上・下）　（著者）上橋 菜穂子／（出版社）KADOKAWA

[内容]

2014年 第11回 『村上海賊の娘』（上・下） （著者）和田 竜 （出版社）新潮社

2013年 第10回 『海賊とよばれた男』（上・下） （著者） 百田 尚樹 （出版社）講談社

2012年 第9回  『舟を編む』 （著者）三浦 しをん （出版社）光文社

2011年 第8回 『謎解きはディナーのあとで』 （著者）東川 篤哉 （出版社）小学館

2010年 第7回 『天地明察』（上・下） （著者）冲方 丁 （出版社）角川書店

2009年 第6回 『告白』 （著者）湊 かなえ （出版社）双葉社

2008年 第5回 『ゴールデンスランバー』 （著者） 伊坂 幸太郎 （出版社）新潮社

2007年 第4回 『一瞬の風になれ』（全3巻） （著者）佐藤 多佳子 （出版社）講談社

2006年 第3回 『東京タワー―オカンとボクと、時々、オトン』 （著者）リリー・フランキー （出版社）扶桑社

2005年 第2回 『夜のピクニック』 （著者）恩田 陸 （出版社）新潮社

2004年 第1回 『 博士の愛した数式』 （著者） 小川 洋子 （出版社）新潮社
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　3年ごとに開催されるピアノコンクールの優勝者は、世界最高峰の国際ピアノコンクールで優勝するジン
クスがある…。若きピアニストたちが競いあうコンクールを舞台に、人間の才能と運命、音楽を描いた青
春群像小説です。本作は、第156回直木賞も受賞しています。

　日々を無為に過ごしていた外村の運命を変えたのは、ある調律師の仕事ぶりだった。彼の調律したピア
ノが奏でる音は「森のにおいがした」のだ―。ピアノの調律に魅せられた一人の青年が、調律師として、人
として成長する姿を温かく静謐な筆致で綴った物語。映画化もされ、2018年6月に公開されました。

　学校で居場所をなくし、部屋に閉じこもっていた中学1年生のこころ。彼女の目の前
で鏡が光り始め、くぐり抜けた先にあったのはおとぎ話に出てくるような城。そこには
似た境遇の7人が集められていた。
　7人は城でそれぞれの時を過ごし、そしてただ一人が願いをかなえられる「秘密の
部屋」への鍵を探す―。生き辛さを感じている全ての人へ贈る物語。

　強大な帝国にのみこまれていく故郷を守るため、絶望的な戦いを繰り広げた戦士
団の頭、ヴァン。帝国の医術師で、謎の病の治療法を探るホッサル。２人の男たち
が、愛する人びとを守るため未曾有の危機に立ち向かう長編ファンタジー。また、物
語の全体を通して展開される謎の病の究明、治療法の探求などが作品の大きな
テーマの一つとなっており、同年の日本医療小説大賞を受賞しています。



新着本　（毎週 約２００冊。木曜日or金曜日に配本します。）
著　者（出版社） 分類番号 分類番号

小浜　逸郎／著 N 289.1 K 290

昭文社 291.9 K 480

鳥居　満智栄／著 596.6 K 913

島田　雅彦／著 913.6 K 913

辻　仁成／著 913.6 KE

曽野　綾子／著 914.6 KE

　　「しまじろうのわぉ！みんないきている」「新ざわざわ森のがんこちゃん①」「六月燈の三姉妹」

　　「ハドソン川の奇跡」「日の名残り」「わたしはマララ」の6点です。

　　　7月下旬からの貸出予定です。

順位 分類番号 予約数 冊数

1  かがみの孤城 913.6 33 5

 おらおらでひとりいぐも 913.6 5

 魔力の胎動 159.5 5

4  未来 913.6 26 5

5  漫画君たちはどう生きるか 159.5 24 4

　源氏物語を読む会（※会場は研修室or視聴覚室）  図書館上映会
　日時：7月5日(木）　13：30～15：30 　日時：第1･第3･第4土曜日 　 14: 00 ～ 

　内容：原文を声に出して読み、平安時代の社会、 　7月

　風習の解説を加えて千年の時を経ても人間の思いの 　　7日（児童）…「赤ずきんちゃん」

　変わらないことを登場人物を通して知る。    21日（名作）…「美しい夏キリシマ」

　古文書を読む市民講座    28日（一般）…「ツバキ文具店 2」

　日時：7月19日（木）　　18:00～19:30  　14日は版画教室のため 図書館上映会はお休みです。

　内容：初心者の方にもわかりやすい古文書解読の 　あかちゃんタイム
　基礎講座を開催します。 　赤ちゃんや小さなお子さんといっしょに、

　本と映像に親しむ会 　ぜひ図書館にご来館ください！

　☆日時：毎月第3水曜日　 10：30 ～ 12：30

　　　　　　　7月　…18日（水）

 おはなし会  赤ちゃんおはなし会

　日時：毎週月曜日 　 11: 00 ～ 11: 30 （30分程度） 　☆日時：毎月第3水曜日　11時～11時30分

　　　　　7月　…9日、23日、30日 　　　　　　　7月　…18日（水）

　内容：就学前のこどもに、絵本や紙芝居の読み 　☆対象：０歳児

　聞かせ、手遊びなど、親子で楽しい一時を！ 　☆内容：赤ちゃん向け絵本の読み聞かせや紹介、

 ※祝日開館の月曜日は、おはなし会はお休みです。 　わらべ歌遊びなど、赤ちゃんのためのお話会です。
　　　　　　

（2018年6月25日現在）

　書　　　名　　　（一般） 　　書　　　名　　　（児童） 著　者（出版社）

 福沢諭吉しなやかな日本精神  世界のふしぎなぜ?どうして?　 伊藤　純郎／監修

 福岡 博多・天神　'19  ざんねんないきもの事典　続々 今泉　忠明／監修

 ひんやり夏和菓子  花のち晴れ 神尾　葉子／原作・絵

 絶望キャラメル  ウシクルナ! 陣崎　草子／著

 真夜中の子供  へんしんたんてい あきやま　ただし／作・絵

 人間にとって病いとは何か  あかちゃんがどんぶらこ!　 アラン・アールバーグ／文

（2018年6月25日現在）

書　　　　　　名 著　　者

辻村　深月

若竹　千佐子
27

７月はお休みです

東野　圭吾

湊　かなえ

吉野　源三郎（原作）

‐　５　‐
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～100日前、国民文化祭、全国障害者芸術・文化祭!!～

～お知らせ～　「アートスペース中津」7月の展示

6月27日(水)～7月9日(月)　あああああ

7月11日(水)～30日(月)　中津祇園各町法被と写真展示

 今回の「ぶっくとーく」は、きれいなお花や身近な雑草、壮大な自然などなど…「植物の絵本」を集めました♪

◆ 今月の『絵本作家さん』◆

‐　６　‐

　いよいよ夏本番、いかがお過ごしですか?大分県内各地では、10月からの国民文
化祭、障害者芸術・文化祭へ向けて様々なイベントが予定されています。開会まで
はあと100日弱。7月前半には、大分市で、「100日前イベント」も開催されま
す。県内各地で行われるアートに関するプレイベントも盛りだくさんとなっていま
す!お時間のある方は是非、ご来場ください。その他、県全体での開会式の入場者募
集などの募集情報もリリースされています。中津市開催事業やその他
イベント・募集の最新情報は、新しく開設された、中津市サイト内の
国民文化祭、全国障害者芸術・文化祭の特集ページで随時ご覧いただ
けます。是非ご活用ください!!

◆今月のテーマ◆  『イキイキ✨植物』の絵本

◆ 今月の『司書が選んだ一冊』◆

白々とした月のあかりが道を照ら

している夜。あの家からも、この

家からも、小さな影が出てまいり

ます。それはみな、家の片隅で忘

れられ、食べられるときが過ぎて

しまった野菜たちでありました。

長い長い列になった野菜たちは…。

野菜を大切に食べたくなる絵本で

す。

おばあさんが大きなケーキを焼きま

した。「半分残しておいてね」とい

う言葉通り、おじいさんや動物たち

は、半分ずつケーキをいただきます。

最後に残ったのは「半分の半分の半

分の半分の半分…」。シンプルな繰

り返しの展開が、結末までのドキド

キを盛り上げます。

🌼コメント🌼

おばあさんが作った大きなケーキ。半分だけ食べて

良いと言われたおじいさんでしたが…。愛嬌のある

イラストで描かれた、思わずふふっと笑ってしまう

ストーリーです。

『ぱくぱく はんぶん』

（こどものとも年中向き 2017年4月号）

渡辺 鉄太/文 福音館書店

『オニのサラリーマン』（富安 陽子/文）

🍂 大島 妙子 さん
『猫吉一家物語』『たなかさんち』シリーズなど

🍂 得田 之久さん

🌼 作品の一例🌼

『まるまるころころ』、

『むしさんどこいくの？』など

『ぞろりぞろりとやさいがね』
ひろかわ さえこ/作 偕成社

『もりのおとぶくろ』
わたり むつこ/作 のら書店

月 ぶっくとーく

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…。大島さんの

ユーモラスな絵が映える一冊。

4匹のなかよし兄弟うさぎがいま

した。今日は、一番下のこみみの

誕生日。でもおばあちゃんが、足

を怪我して来られなくなってしま

いました。4匹はおばあちゃんを

元気づけようと、森の音を届ける

ために森へ向かいます。そこで見

つけた、不思議な“おとぶくろ”

とは…？思いやりあふれる絵本。

特集ページは

こちら！



※①A・B各コースは、隔週で運行します。(移動図書館カレンダーでご確認ください)

 　② (　)　は、小学校夏休み時の駐車地です。

曜日 予定時間 予定時間

10:10～10:30 牛神 ガーデンヴィラおぐす

10:40～11:00 東浜 東浜ゲートボール駐車場

11:10～11:30 中央 燦燦館中央

13:05～13:35 沖代A 沖代小学校

(沖代A) (沖代小学校)

13:40～14:00 上万田 上万田団地

14:10～14:30 豊寿園 豊寿園

14:40～15:00 永添A いずみの園

15:10～15:30 古城 古城公務員住宅

15:40～16:00 鶴居 鶴居コミュニティーセンター

16:10～16:30 沖代 沖代公民館

10:25～10:45 三保 三保交流センター

11:00～11:20 宮夫B 玄々堂

13:00～13:30 小楠Ａ 小楠小学校

(小楠S) (尚武館)

13:40～14:00 宮夫A 深町団地

14:10～14:30 是則 東中津駅

14:40～15:00 上如水 燦燦館東なかつ

15:10～15:30 如水 如水コミュニティーセンター

15:40～16:00 下池永 雇用促進住宅

16:10～16:30 小楠 小楠コミュニティーセンター

10:15～10:35 下万田 下万田団地

10:45～11:05 五領 五領住宅

11:10～11:30 高瀬 鶴居文化センター

13:10～13:40 三保Ａ 三保小学校

(三保Ａ) (三保小学校)

13:50～14:10 犬丸 犬丸集会所

14:20～14:40 野依 野依集会所

14:50～15:10 植野 植野公民館

15:20～15:40 今津 今津コミュニティーセンター

15:50～16:10 和田 和田公民館

10:10～10:30 大塚 八社神社

10:40～11:00 角木 第一共同調理場

11:10～11:30 小祝 グループホーム小祝

13:10～13:40 如水A 如水小学校

(是則S) (如水保育園)

13:50～14:10 如水B ややま園　如水

14:20～14:40 大悟法 県営大悟法団地

14:50～15:10 榊原 榊原集会所

15:20～15:40 大幡 大幡コミュニティーセンター

15:45～16:05 大幡B 清浄園

16:15～16:35 金手 慶応アカデミー

移動図書館車カレンダー
数字 Ａコース

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7 数字 Ｂコース

8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 数字 休み

22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
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　駐車地　Ａコース 駐車地　Ｂコース

月

10:10～10:30 牛神 ガーデンヴィラおぐす

10:40～11:00 東浜 東浜ゲートボール駐車場

11:10～11:30

13:40～14:00 上万田 上万田団地

14:10～14:30 黒水 黒水生活改善センター

中央 燦燦館中央

12:50～13:20 鶴居Ａ 鶴居小学校

(鶴居Ａ) (鶴居小学校)

15:40～16:00 鶴居 鶴居コミュニティーセンター

16:10～16:30 沖代 沖代公民館

14:40～15:00 永添A いずみの園

15:10～15:30 古城 古城公務員住宅

(和田Ａ) (和田小学校)

13:40～14:00 諸田 諸田憩の家
水

10:25～10:45 三保 三保交流センター

11:00～11:20 一ツ松 東九州短大付属幼稚園

13:00～13:30 和田Ａ 和田小学校

15:10～15:30 如水 如水コミュニティーセンター

15:40～16:00 下池永 雇用促進住宅

14:10～14:30 犬丸A なのみ台団地

14:40～15:00 北原 北原地区生活改善センター

16:10～16:30 小楠 小楠コミュニティーセンター

木

10:15～10:35 下万田 下万田団地

10:45～11:05 五領 五領住宅

(今津A) (今津小学校)

13:50～14:10 鍋島 鍋島拠点施設

11:10～11:30 高瀬 鶴居文化センター

13:10～13:40 今津A 今津小学校

15:20～15:40 今津 今津コミュニティーセンター

15:50～16:10 和田 和田公民館

14:20～14:40 今津C 今津区集会所

14:50～15:10 今津B 今津神事場

金

10:10～10:30 大塚 八社神社

10:40～11:00 角木 第一共同調理場

11:10～11:30 小祝 グループホーム小祝

13:50～14:10 大貞 ややま園　大貞

14:20～14:40 永添B 悠久の里

13:10～13:40 大幡Ａ 大幡小学校

(大幡S) (聖ヨゼフ寮)

15:45～16:05 大幡B 清浄園

16:15～16:35 金手 慶応アカデミー

14:50～15:10 榊原 榊原集会所

15:20～15:40 大幡 大幡コミュニティーセンター

7月 【代表】小幡記念図書館

〒871-0056 中津市1366番地1（片端町）

℡：0979-22-0679/Fax：0979-24-3516

◇メールアドレス：tosyokan@city.nakatsu.lg.jp

◇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 9/1

＊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



日時　 ８月７日、１４日、２４日
午前９時～午後５時

場所　 小幡記念図書館
２階閲覧室、視聴覚室　計６６席

対象者　児童、生徒等の学生

【ご注意】
　※図書の貸出など、通常の図書館のご利用はできません。
　※席数が限られているため、2回閲覧室、視聴覚室での
　　保護者の同伴はできません。ご了承ください。

　夏休み期間中は利用人数が通常開館日より大変多くなり、様々な方が利用しています。

　置き引きなどのトラブルを防ぐため、利用者のみなさんも下記につきましてご注意

ください。

 　　貴重品は必ず携帯する  　 荷物を置いて離席しない

　　居眠りをしない

  　   自転車の鍵は必ずかける
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机の上に出したり、置きっぱなしにせず、必ず
身につけておくか、カバン等にしまい、他人に
触れられないようにしてください。

財布、貴重品、

携帯電話、携帯ゲーム、

高価な電子機器など

盗難防止のため、自転車等のカギは
必ずかけてください。また、駐輪場・
駐車場以外の場所に駐車しないでください。

“ほんの少しの間だから…”、“すぐ隣の本
棚だから…”と、わずかに席を離れるだけで
も、大切な荷物は絶対に置いたまま離席し
ないでください。

睡眠中は無防備になります。
館内や学習スペースでの
居眠りはご遠慮ください。

また、机に貴重品や電子機器、
携帯電話などを広げて
置かないようにしてください。



　　

　　　　先月号に引き続き、夏休み特集記事を掲載します。今月は「図書館

　　　　のひみつ」と、「自由研究に役立つ本」について掲載します！

★小幡記念図書館の建物と名前のひみつ
　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年以上の歴史がある図書館なんです！現在の図書館は、平成５年に新しく建てかえら

れた建物で、「公共建築百選」建設大臣賞も受賞しています。

★小幡篤次郎のひみつ　　～すごい人が生みの親なんです！
　「小幡記念図書館」の生みの親、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、慶応義塾の塾長も務めた人物です。有名な『学問のすすめ』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（もう半分は慶應義塾大学へ寄贈）、小幡

記念図書館が設立されました。図書館の中には、小幡篤次郎の記念コーナーもあり

ますので、ぜひ見てみてくださいね。

- ２ -

館内全体の気温・湿度を考慮し空調を設定しております。
冷房の吹き出し口付近は設定温度より気温が下がる場合がありますので、
冷風が気になる方は、吹き出し口付近を避けてご利用ください。



★図書館の歴史のひみつ
　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（1912年）に

「小幡記念図書館」に改称しました。

　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。

★図書館の本の数、利用人数等、働いている人のひみつ
　下記の表のとおりです。

三光 本耶馬渓 耶馬溪 山国 全館

27,127 14,270 40,786 54,628 358,396

272 238 229 286 2,808

300 241 255 2,437 8,735

27,699 14,749 41,270 57,351 369,939

三光 本耶馬渓 耶馬溪 山国 全館

49,208 27,704 30,266 11,654 511,119

2,031 1,415 1,136 488 23,294

2,106 1555 602 1,171 20,421

53,345 30,674 32,004 13,313 554,834

児童 合計

26,391 129,704
三光 本耶馬渓 耶馬溪 山国 全館
3 2 3 2 29

（2） （2） （2） （1） （19）

三光地域 本耶馬渓地域 耶馬溪地域 山国地域

37 32 39 36

★図書館サービスのひみつ　～こんなこともやってます！
①移動図書館車

　図書館から遠くて、なかなか利用できない方のために3台の移動図書館車を運行して

います。移動図書館車は2,000冊から3,000冊の図書を積んで市内を回っています。

図書館と同じように、本を借りたり返したり、予約したりできますよ！

②おはなし会

　毎週月曜日11：00から、未就学のお子さんを対象にしたおはなし会を行っています。

③赤ちゃんおはなし会、あかちゃんタイム

　毎月第3水曜日11時から赤ちゃんおはなし会を開催、同じ日の10時30分～12時30まではあかちゃん

タイムを実施しています。赤ちゃん連れの方にもゆっくりと図書館をご利用いただけます。

④図書館上映会

　毎月第１・第３・第４土曜日には一般向けの映像作品やドキュメンタリー、子ども向けの

アニメ作品などの図書館上映会を行なっています。

　また、他にも調べ物のお手伝いや読書週間のイベントなど、いろいろなサービスを行なって

います。ぜひ図書館に遊びにきてくださいね！

52サービスポイント数

移動図書館車

※蔵書数・貸出数・利用者人数・職員数は2018年3月末日のデータです。

毎週木曜日に約２５０冊～３００冊入荷します。新着図書

耶馬溪・山国地域三光・本耶馬渓地域旧中津地域

職員数
（カッコ内は司書数）

小幡
19

（12）

－３－

約2,500冊約2,500冊約3,000冊積載冊数

合計 425,498

利用人数
一般

登録者人数 43,214人
103,313

貸
出
数

小幡

合計 228,870

雑誌 18,224

視聴覚資料 14,987

図　書 392,287

図書館の本の数・貸出冊数など

蔵
書
数

小幡

図　書 221,585

雑誌 1,783

視聴覚資料 5,502



　待ちに待った楽しい夏休みですが、宿題の読書感想文や自由研究などに

悩んでいる人も多いのではないでしょうか？

　そこで、図書館でかりることのできる自由研究などに役立つ本をご紹介します！

　　　読書感想文をスラスラ書こう！

楽しく科学実験しよう！　～理科の実験・研究

自然をしらべよう！　～生き物や地球、鉱物・化石などの観察・研究

住んでいる町や市をしらべよう！　～郷土の自由研究

　他にもたくさんの自由研究や工作の本があります。特別コーナーも設置していますので、ぜひ

ご利用ください！

- ４ -

福沢諭吉の一生　 嶋　通夫／編著 N 289

小夜子とメイプルの耶馬渓鉄道の夜　 中津下毛地域産業振興連絡協議会／著者 N 291

たんけん　なかつ　 中津市教育委員会／著 K 388

なかつ学びんぴっく　 なかつ学びんぴっく(子ども中津検定)実行委員会 N 219

タイトル 作者 分類番号

なかつのあゆみ　 中津市教育委員会／著 N 219

夏休み!発酵菌ですぐできるおいしい自由研究　 小倉　ヒラク／文・絵 K 588

鉱物・宝石のふしぎ大研究 松原　聡／監修 K 459

学校では教えない博物館科学館からはじめる「調べ学習」のヒント100　 講談社／編 K 375

地球のふしぎなぜ?どうして?　 斎藤　靖二／監修 K 450

タイトル 作者 分類番号

自由研究にぴったり!夏休みの自然観察　 中村　忠昌／監修 K 460

なりきり!YouTuber実験小学生　 左巻　健男／監修 K 407

たのしい科学実験365日　 E.リチャード・チャーチル／共著 K 407

やってみよう!理科の工作　 川村　康文／著 K 407

科学の実験大図鑑　 ロバート・ウィンストン／著 K 407

タイトル 作者 分類番号

親子でできるたのしい科学実験　 カレン・ロマノ・ヤング／著 K 407

読書感想文がスラスラ書ける本
（小学1・2年、小学3・4年、小学5・6年）

松下　義一／監修 K 816

作文名人への道　 田中　定幸／編著 K 816

読書感想文書き方ドリル　2017 大竹　稽／著 K 816

外国の本っておもしろい! 読書探偵作文コンクール事務局／編 K 019

タイトル 作者 分類番号

ちびまる子ちゃんの読書感想文教室 貝田　桃子／著 K 816



新着本　（毎週 約２００冊。木曜日or金曜日に配本します。）
著　者（出版社） 分類番号 分類番号

鈴木　敏夫／著 118.8 K 007

池上　彰／著 304 K 407

川口　拓／監修 786 K 913

畠中　恵／著 913.6 K 913

堂場　瞬一／著 913.6 KE

順位 分類番号 予約数 冊数

1  かがみの孤城 913.6 31 5

2  未来 913.6 30 6

3  ファーストラヴ 913.6 27 4

4  おらおらでひとりいぐも 913.6 26 5

　　「赤ずきんちゃん」「ひるね姫」「美しい夏キリシマ」「ツバキ文具店2」「サバイバルファミリー」

　　「この世界の片隅に」の6点です。8月下旬からの貸出予定です。

　本と映像に親しむ会 　古文書を読む市民講座

　日時：8月2日(木）　14:00～17:00　 　日時：8月23日（木）　　18:00～19:30

　内容：『知らなかった、ぼくらの戦争』 　内容：初心者の方にもわかりやすい古文書解読の

　　　　　（アーサー・ビナード　著/小学館） 　基礎講座を開催します。

　　 　　『原爆投下』（松本秀文、夜久恭裕　著/新潮社）  図書館上映会
　　 　　『メディアに操作される憲法改正国民投票』 　日時：第1･第3･第4土曜日 　 14: 00 ～ 

　　　　　（本間龍　著/岩波書店） 　8月

　源氏物語を読む会（※会場は研修室or視聴覚室） 　　4日（児童）…「くまのアーネストおじさんとセレスティーヌ」

　日時：8月2日(木）　13：30～15：30 　 11日（児童）…「新ざわざわ森のがんこちゃん２」

　内容：原文を声に出して読み、平安時代の社会、 　 25日（一般）…「飛べ！ダコタ」

　風習の解説を加えて千年の時を経ても人間の思いの

　変わらないことを登場人物を通して知る。 　あかちゃんタイム

　古文書を読む市民講座 　赤ちゃんや小さなお子さんといっしょに、

　日時：8月23日（木）　　18:00～19:30 　ぜひ図書館にご来館ください！

　内容：初心者の方にもわかりやすい古文書解読の 　☆日時：毎月第3水曜日　 10：30 ～ 12：30

　基礎講座を開催します。 　　　　　　　8月　…15日（水）

 おはなし会  赤ちゃんおはなし会

　日時：毎週月曜日 　 11: 00 ～ 11: 30 （30分程度） 　☆日時：毎月第3水曜日　11時～11時30分

　　　　　8月　…6日、20日、27日 　　　　　　　8月　…15日（水）

　内容：就学前のこどもに、絵本や紙芝居の読み 　☆対象：０歳児

　聞かせ、手遊びなど、親子で楽しい一時を！ 　☆内容：赤ちゃん向け絵本の読み聞かせや紹介、

 ※祝日開館の月曜日は、おはなし会はお休みです。 　わらべ歌遊びなど、赤ちゃんのためのお話会です。
　　　　　　

‐　５　‐

（2018年7月25日現在）

書　　　　　　名 著　　者

辻村　深月

湊　かなえ

島本　理生

 焦土の刑事  ふねのとしょかん アラン・アールバーグ／文

 18日は美術鑑賞講座のため 図書館上映会はお休みです。

若竹　千佐子

 むすびつき  小説映画青夏 南波　あつこ／原作

 ニュース池上塾  実験でわかる科学のなぜ? コリン・スチュアート／著

 極限!サバイバルマニュアル  かいけつゾロリのドラゴンたいじ　2 原　ゆたか／作・絵

（2018年7月25日現在）

　書　　　名　　　（一般） 　　書　　　名　　　（児童） 著　者（出版社）

 禅とジブリ  AIのサバイバル　1 ゴムドリco.／文



～大分県の美術を楽しもう!!～

～お知らせ～　「アートスペース中津」8月の展示

8月2日(木)～13日(月)　「彫っちょる会木版画展」

8月15日(水)～27日(月)　「小林蒼舟篆刻
コバヤシソウシュウテンコク

作品展」

8月29日(水)～9月10日(月)「堀内勝子てづくり人形展」

　暑い日が続いていますが、いかがお過ごしですか?今回は、現在大分県立美術館(OPAM)で
開催中の企画展「人間・高山辰雄展―森羅万象への道―」をご紹介します。高山辰雄は大分
県出身の日本画家です。若い頃から活躍し、晩年、そして没後10年となる現在に至るまで、
高い評価を得ています。日本を代表する画家である高山辰雄の初期から晩期までの作品が今
回、大分県立美術館で一挙に展示されます。普段中々観ることのできない宮内庁蔵の「主基
地方風俗歌屏風」を初めとした貴重な作品も盛りだくさんです。会期は8月19日(日)まで。
是非、お見逃しなく!!

 今回の「ぶっくとーく」は、かわいいおばけの絵本や、大人でも怖いおどろおどろしい絵本などを集めています♪

◆今月のテーマ◆  『こわ～い絵本』

◆ 今月の『司書が選んだ一冊』◆

- ６ -

◆ 今月の『絵本作家さん』◆

「こわい」を探しに出かけた子ネ

ズミのミナ。ライオンやカメに聞

いても、さっぱり答えは見つかり

ません。そして最後にヘビに出会

うのですが…。ドイツの語り部・

シャミによる「こわい」という気

持ちについてのユニークで可愛ら

しい絵本。

小さな森のちっちゃな木は、幸せで

した。真夏の暑い日も、葉っぱのお

かげで涼しくて、リスたちが幹で遊

んでくれましたから。秋になり、

木々は葉っぱを落とし始めました。

でもあのちっちゃい木は、葉っぱを

手放すことが出来ません。やがて…。

🌼コメント🌼

新しい何かを手にする為には、大切なものを捨てる

勇気も必要だということを教えてくれる絵本です。

絵が可愛らしいので、読んでいて和みます。また、

自分の過去を振り返ったりして、大人の方でも楽し

める絵本だと思います。

『ちっちゃな木のおはなし』
ローレン・ロング/作 評論社

『パパ、おばけがいるよ。』フレーベル館

👻 ヒド・ファン・ヘネヒテンさん
『どのこかな？』『おさかなちゃん』シリーズなど

👻 新井 洋行さん

🌼 作品の一例🌼

『あけて・あけてえほん』シリーズ、

『ころころぽーん』など

『こわい、こわい、こわい？』
しりたがりネズミのおはなし

ラフィク・シャミ/文 西村書店

『こわめっこしましょ』
tupera tupera/作 絵本館

月 ぶっくとーく

ペンギンのヨアヒムはちょっぴり

怖がりやさん。ベッドの下や部屋

の中で音がすると、「おばけがい

るよ！」とパパを呼びます。パパ

はすぐに来てくれるけど…。子ど

もの「こわい！」を笑顔に変える、

とっておきのおはなし。

ねえねえ「こわめっこ」しようよ。

「にらめっこ」じゃなくて「こわ

めっこ」。にこにこした顔の妖怪や

魔女たちが、ページをめくると、も

のすごくこわい顔に！思いっきりこ

わい顔をして勝とう！最後まで「こ

わめっこ」できるかな？こわい顔が

本当にこわいので、読み聞かせの前

に絵本チェックしてね！！



※①A・B各コースは、隔週で運行します。(移動図書館カレンダーでご確認ください)

 　② (　)　は、小学校夏休み時の駐車地です。（変更のある駐車地は太字で記しています）

曜日 予定時間 予定時間

10:10～10:30 牛神 ガーデンヴィラおぐす

10:40～11:00 東浜 東浜ゲートボール駐車場

11:10～11:30 中央 燦燦館中央

13:05～13:35 沖代A 沖代小学校

13:40～14:00 上万田 上万田団地

14:10～14:30 豊寿園 豊寿園

14:40～15:00 永添A いずみの園

15:10～15:30 古城 古城公務員住宅

15:40～16:00 鶴居 鶴居コミュニティーセンター

16:10～16:30 沖代 沖代公民館

10:25～10:45 三保 三保交流センター

11:00～11:20 宮夫B 玄々堂

13:00～13:30 小楠Ａ 小楠小学校

(小楠S) (尚武館)夏休み期間中

13:40～14:00 宮夫A 深町団地

14:10～14:30 是則 東中津駅

14:40～15:00 上如水 燦燦館東なかつ

15:10～15:30 如水 如水コミュニティーセンター

15:40～16:00 下池永 雇用促進住宅

16:10～16:30 小楠 小楠コミュニティーセンター

10:15～10:35 下万田 下万田団地

10:45～11:05 五領 五領住宅

11:10～11:30 高瀬 鶴居文化センター

13:10～13:40 三保Ａ 三保小学校

13:50～14:10 犬丸 犬丸集会所

14:20～14:40 野依 野依集会所

14:50～15:10 植野 植野公民館

15:20～15:40 今津 今津コミュニティーセンター

15:50～16:10 和田 和田公民館

10:10～10:30 大塚 八社神社

10:40～11:00 角木 第一共同調理場

11:10～11:30 小祝 グループホーム小祝

13:10～13:40 如水A 如水小学校

(是則S) (如水保育園)夏休み期間中

13:50～14:10 如水B ややま園　如水

14:20～14:40 大悟法 県営大悟法団地

14:50～15:10 榊原 榊原集会所

15:20～15:40 大幡 大幡コミュニティーセンター

15:45～16:05 大幡B 清浄園

16:15～16:35 金手 慶応アカデミー

移動図書館車カレンダー
数字 Ａコース

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 数字 Ｂコース

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 数字 休み

19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

　駐車地　Ａコース 駐車地　Ｂコース

月

10:10～10:30 牛神 ガーデンヴィラおぐす

10:40～11:00 東浜 東浜ゲートボール駐車場

11:10～11:30 中央 燦燦館中央

12:50～13:20 鶴居Ａ 鶴居小学校

- ７ -

13:40～14:00 上万田 上万田団地

14:10～14:30 黒水 黒水生活改善センター

14:40～15:00 永添A いずみの園

15:10～15:30 古城 古城公務員住宅

15:40～16:00 鶴居 鶴居コミュニティーセンター

16:10～16:30 沖代 沖代公民館

水

10:25～10:45 三保 三保交流センター

11:00～11:20 一ツ松 東九州短大付属幼稚園

13:00～13:30 和田Ａ 和田小学校

13:40～14:00 諸田 諸田憩の家

14:10～14:30 犬丸A なのみ台団地

14:40～15:00 北原 北原地区生活改善センター

15:10～15:30 如水 如水コミュニティーセンター

15:40～16:00 下池永 雇用促進住宅

16:10～16:30 小楠 小楠コミュニティーセンター

木

10:15～10:35 下万田 下万田団地

10:45～11:05 五領 五領住宅

11:10～11:30 高瀬 鶴居文化センター

13:10～13:40 今津A 今津小学校

13:50～14:10 鍋島 鍋島拠点施設

14:20～14:40 今津C 今津区集会所

14:50～15:10 今津B 今津神事場

15:20～15:40 今津 今津コミュニティーセンター

15:50～16:10 和田 和田公民館

金

10:10～10:30 大塚 八社神社

10:40～11:00 角木 第一共同調理場

11:10～11:30 小祝 グループホーム小祝

13:10～13:40 大幡Ａ 大幡小学校

(大幡S) (聖ヨゼフ寮)夏休み期間中

13:50～14:10 大貞 ややま園　大貞

清浄園

14:20～14:40 永添B 悠久の里

14:50～15:10 榊原 榊原集会所

8月

15:20～15:40 大幡 大幡コミュニティーセンター

15:45～16:05 大幡B

16:15～16:35 金手 慶応アカデミー

【代表】小幡記念図書館

〒871-0056 中津市1366番地1（片端町）

℡：0979-22-0679/Fax：0979-24-3516

◇メールアドレス：tosyokan@city.nakatsu.lg.jp

◇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 20

30 10/1 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



新着本　（毎週 約２００冊。木曜日or金曜日に配本します。）
著　者（出版社） 分類番号 分類番号

本の雑誌編集部／編 019 K 488

NHK「やまと尼寺精進日記」制作班／著 188.6 K 798

渡辺　尚彦／著 493 K 913

笹本　稜平／著　 913.6 K 933

三津田　信三／編 913.6 KE

村松　友視／著 914.6 KE

　　「くまのアーネストおじさんとセレスティーヌ」「新ざわざわ森のがんこちゃん 2」「飛べ！ダコタ」「美女と野獣」

　　「花戦さ」「赤ちゃんの赤ちゃんによる赤ちゃんだらけの手遊びうた」の6点です。9月下旬からの貸出予定です。

順位 分類番号 予約数 冊数

 ファーストラヴ 913.6 5

 未来 913.6 6

3  かがみの孤城 913.6 28 5

4  下町ロケット　[3]　ゴースト 913.6 21 4

5  魔力の胎動 913.6 18 5

　源氏物語を読む会（※会場は研修室or視聴覚室）  図書館上映会

　日時：9月6日(木）　13：30～15：30 　日時：第1･第3･第4土曜日 　 14: 00 ～ 

　内容：原文を声に出して読み、平安時代の社会、 　9月

　風習の解説を加えて千年の時を経ても人間の思いの 　 15日（名作）…「マダム・イン・ニューヨーク」

　変わらないことを登場人物を通して知る。    22日（一般）…「風雲児たち　～蘭学革命篇」

 　29日（児童）…「げんきげんきノンタン

　古文書を読む市民講座 　　　　　　　　はみがきしゅこしゅこ」

　日時：9月20日（木）　　18:00～19:30  　8日は版画教室のため 図書館上映会はお休みです。

　内容：初心者の方にもわかりやすい古文書解読の

　基礎講座を開催します。 　あかちゃんタイム

　赤ちゃんや小さなお子さんといっしょに、

　本と映像に親しむ会 　ぜひ図書館にご来館ください！

　☆日時：毎月第3水曜日　 10：30 ～ 12：30

　　　　　　　9月　…19日（水）

 おはなし会  赤ちゃんおはなし会

　日時：毎週月曜日 　 11: 00 ～ 11: 30 （30分程度） 　☆日時：毎月第3水曜日　11時～11時30分

　　　　　9月　…3日、10日 　　　　　　　9月　…19日（水）

　内容：就学前のこどもに、絵本や紙芝居の読み 　☆対象：０歳児

　聞かせ、手遊びなど、親子で楽しい一時を！ 　☆内容：赤ちゃん向け絵本の読み聞かせや紹介、

 ※祝日開館の月曜日は、おはなし会はお休みです。 　わらべ歌あそびなど、赤ちゃんのためのお話会です。
　　　　　　

311
島本　理生

湊　かなえ

辻村　深月

池井戸　潤

東野　圭吾

‐　１　‐

（2018年8月22日現在）

書　　　　　　名 著　　者

 怪異十三  だんごたべたいおつきさま すとう　あさえ／文

 老人のライセンス  伊賀のキャベ丸　 川端　誠／作

 あやとりだいすき!　 福田　けい／監修

 血圧を下げる最強の方法　  へんなともだちマンホーくん 村上　しいこ／作

 引火点　 インクレディブル・ファミリー スーザン・フランシス／作

９月はお休みです

（2018年8月22日現在）

　書　　　名　　　（一般） 　　書　　　名　　　（児童） 著　者（出版社）

 旅する本の雑誌  世界一おもしろいペンギンのひみつ 上田　一生／監修

 やまと尼寺精進日記



～「秋の常設展」はじまります!!～

～お知らせ～　「アートスペース中津」9月の展示

9月12日(水)～24日(月)　「羊と麻とお花と」ニイヤナオミ作品展

‐　２　‐

　夏が終わり、そろそろ秋かな?という気持ちになる9月、気温はまだまだ暑い夏!
といった様子ですが、美術館では、9月1日(土)より、「秋の常設展」が始まりま
す。秋らしい作品を多く展示しておりますので、ぜひご来館ください。「秋の常設
展」は9月24日(月・祝)で終了です。展示替え後、10月6日(土)からは、企画展「中
山忠彦展～美の追求～」を開催。中津ゆかりの洋画家中山忠彦の作品群を展示、そ
の画業を紹介します。また、この企画展は「国民文化祭、全国障害者芸術・文化
祭」の中津市事業「なかつ水灯り2018」のアートプロジェクトの一つとして開催
します。会期中は市内様々な会場で企画展やイベントが開かれますので、あわせて
お楽しみください!!

　　　　　　　　◆今月のテーマ◆  『むか～しむかし…』の絵本
 　今回の「ぶっくとーく」は、昔ばなしや民話、また昔実際にあった出来事のお話などをご紹介します♪

◆ 今月の『司書が選んだ一冊』◆ ◆ 今月の『絵本作家さん』◆

おなじみの日本昔話が、赤羽末吉

さんの日本画のような味わい深い

絵と、松井さんの独特の擬音や言

葉のリズムで生き生きと描かれて

います。数多くの「桃太郎」があ

りますが、こちらは決定版のよう

な絵本です。

羅城門へむかう牛車の前を歩くのは、

まだ子どもの陰陽師、安倍晴明。そ

こへ、もやもや、雲のなかから鬼の

群れがやってきた。このままではみ

んな食われてしまう…！夢枕獏の

「陰陽師」シリーズ、初めての絵本

化です。

🌼コメント🌼

子ども時代の安倍晴明が出会う百鬼夜行の様々な鬼たち

が魅力的です。怖いけどどこかユーモラスで、「おっぺ

けぽー」「のっぺけぽー」など、鬼たちがしゃべる不思

議な言葉のリズムも楽しい絵本です。音読すると更に言

葉のおもしろさが広がりますよ！

『鬼のおっぺけぽー』
夢枕 獏/作 大島 妙子/絵 講談社

『かばのさら・ばらのかさ』 ポプラ社

👹 石津 ちひろ さん
『おやおや、おやさい』『よるくまくるよ』など

👹 よしなが こうたく さん

🌼 作品の一例🌼

『ようかいガマどの』シリーズ、

『わんぱく小学校』シリーズなど

『ももたろう』
松居 直/文 福音館書店

『桃太郎が語る桃太郎』
クゲ ユウジ/文 高陵社書店

月

「まくがあいた、あたいがくま」

「くまいつも、マイクもつ」「く

まをさんぱつ、さんまをぱくっ」

「しろいくま、くろいしま」。文

字の順番を並べかえると、びっく

り！言葉が大変身する、アナグラ

ム絵本です。

ぼくは生まれる前、大きな桃の中に

いました。パカリと目の前の桃がふ

たつにわれたしゅんかん、ぼくは元

気に外へとび出しました。おじいさ

ん、おばあさんは、ぼくに「桃太

郎」という名前をつけてくれました

…。「桃太郎」というお話の世界を、

桃太郎の目線で描いた絵本です。

色々な「桃太郎」を味わいたい方へ。

ぶっくとーく



※A・B各コースは、隔週で運行します。
(移動図書館カレンダーでご確認ください)

曜日 予定時間 予定時間

10:10～10:30 牛神 ガーデンヴィラおぐす

10:40～11:00 東浜 東浜ゲートボール駐車場

11:10～11:30 中央 燦燦館中央

13:05～13:35 沖代A 沖代小学校

13:40～14:00 上万田 上万田団地

14:10～14:30 豊寿園 豊寿園

14:40～15:00 永添A いずみの園

15:10～15:30 古城 古城公務員住宅

15:40～16:00 鶴居 鶴居コミュニティーセンター

16:10～16:30 沖代 沖代公民館

10:25～10:45 三保 三保交流センター

11:00～11:20 宮夫B 玄々堂

13:00～13:30 小楠Ａ 小楠小学校

13:40～14:00 宮夫A 深町団地

14:10～14:30 是則 東中津駅

14:40～15:00 上如水 燦燦館東なかつ

15:10～15:30 如水 如水コミュニティーセンター

15:40～16:00 下池永 雇用促進住宅

16:10～16:30 小楠 小楠コミュニティーセンター

10:15～10:35 下万田 下万田団地

10:45～11:05 五領 五領住宅

11:10～11:30 高瀬 鶴居文化センター

13:10～13:40 三保Ａ 三保小学校

13:50～14:10 犬丸 犬丸集会所

14:20～14:40 野依 野依集会所

14:50～15:10 植野 植野公民館

15:20～15:40 今津 今津コミュニティーセンター

15:50～16:10 和田 和田公民館

10:10～10:30 大塚 八社神社

10:40～11:00 角木 第一共同調理場

11:10～11:30 小祝 グループホーム小祝

13:10～13:40 如水A 如水小学校

13:50～14:10 如水B ややま園　如水

14:20～14:40 大悟法 県営大悟法団地

14:50～15:10 榊原 榊原集会所

15:20～15:40 大幡 大幡コミュニティーセンター

15:45～16:05 大幡B 清浄園

16:15～16:35 金手 慶応アカデミー

移動図書館車カレンダー
数字 Ａコース

日 月 火 水 木 金 土
1 数字 Ｂコース

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 数字 休み

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 - 3 -

　駐車地　Ａコース 駐車地　Ｂコース

月

10:10～10:30 牛神 ガーデンヴィラおぐす

10:40～11:00 東浜 東浜ゲートボール駐車場

11:10～11:30 中央 燦燦館中央

12:50～13:20 鶴居Ａ 鶴居小学校

13:40～14:00 上万田 上万田団地

14:10～14:30 黒水 黒水生活改善センター

14:40～15:00 永添A いずみの園

15:10～15:30 古城 古城公務員住宅

15:40～16:00 鶴居 鶴居コミュニティーセンター

16:10～16:30 沖代 沖代公民館

水

10:25～10:45 三保 三保交流センター

11:00～11:20 一ツ松 東九州短大付属幼稚園

13:00～13:30 和田Ａ 和田小学校

13:40～14:00 諸田 諸田憩の家

14:10～14:30 犬丸A なのみ台団地

14:40～15:00 北原 北原地区生活改善センター

15:10～15:30 如水 如水コミュニティーセンター

15:40～16:00 下池永 雇用促進住宅

16:10～16:30 小楠 小楠コミュニティーセンター

木

10:15～10:35 下万田 下万田団地

10:45～11:05 五領 五領住宅

11:10～11:30 高瀬 鶴居文化センター

13:10～13:40 今津A 今津小学校

13:50～14:10 鍋島 鍋島拠点施設

14:20～14:40 今津C 今津区集会所

14:50～15:10 今津B 今津神事場

15:20～15:40 今津 今津コミュニティーセンター

15:50～16:10 和田 和田公民館

金

10:10～10:30 大塚 八社神社

10:40～11:00 角木 第一共同調理場

11:10～11:30 小祝 グループホーム小祝

13:10～13:40 大幡Ａ 大幡小学校

13:50～14:10 大貞 ややま園　大貞

14:20～14:40 永添B 悠久の里

14:50～15:10 榊原 榊原集会所

15:20～15:40 大幡 大幡コミュニティーセンター

15:45～16:05 大幡B 清浄園

16:15～16:35 金手 慶応アカデミー

9月 【代表】小幡記念図書館

〒871-0056 中津市1366番地1（片端町）

℡：0979-22-0679/Fax：0979-24-3516

◇メールアドレス：tosyokan@city.nakatsu.lg.jp

◇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 30

＊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



●「読書週間」の紹介
　終戦の２年後の１９４７年（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１１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。 

‐　１　‐



日時　 11月5日（月） 1１:00～（４５分程度）

場所　 小幡記念図書館　視聴覚室

内容　 豊後高田市の「けやき座」のみなさんによる

影絵「三枚のおふだ｣や「これなあんだ」を

上演します！

　読書の秋、芸術の秋にちなみ、読書週間の催しとして小幡記念図書館で読み聞かせ

とヴァイオリンの演奏会を行ないます！ご家族や友人など、どなたとでも楽しめる

イベントになっています。ぜひご参加ください！

日　時　2018年11月28日（水） 16：30～18：00

講　師　「ぷちぷち　ぴんぴん」

　　　　（ヴァイオリン：三宅孝治　ピアノ：三宅佐知子　アート：臼木賢治）

場　所　小幡記念図書館内

〔プログラム〕

　第1部　読み聞かせ

　 　　　16：30～17：00

　　　　「ぷちぷち　ぴんぴん」さんと、読み聞かせボランティア

　　　　さんによる大型絵本と音楽のコラボレーションです！

　第2部　ヴァイオリン演奏

　　　　  17：30～18：00

　　　　　図書館内にて　

　　　　　皆さんおなじみの曲を演奏します！

- ２ -



- ３ -



　三光図書館 本耶馬渓図書館
　三光図書館は、八面山の麓に建つ「三光 　本耶馬渓図書館は「本耶馬渓公民館」の１階に

公民館」の１階にあります。秋には周辺の あります。館内の窓からは景勝・競秀峰が望め、

田畑に一面のコスモス畑が広がります。 秋には紅葉に彩られた姿を見ることができます。

　耶馬溪図書館 山国図書館
　耶馬溪図書館は、清流山国川のほとりに 　山国図書館は、複合施設「コアやまくに」の３階

建つ「耶馬溪公民館」のB１階にあります。 にあります。秋になると周囲の山々が紅葉に色づき、

図書館の窓からは秋の錦もみじと絶景・ 10月下旬から開催される「やまくにかかしワール

擲筆峰（てきひっぽう）のコントラストが ド」のユニークなかかしたちが出迎えてくれます。

楽しめます。

新着本　（毎週 約２００冊。木曜日or金曜日に配本します。）
著　者（出版社） 分類番号 分類番号

菊池　真理子／著 367.3 K 288

かたやま　ゆうこ／著 593.3 K 474

西村　和雄／監修 626.9 K 913

三浦　しをん／著 913.6 K 913

石田　衣良／著 913.6 K 933

垣根　涼介／著 913.6 KE

（2018年9月20日現在）

　書　　　名　　　（一般） 　　書　　　名　　　（児童） 著　者（出版社）

 毒親サバイバル  名字ずかん 森岡　浩／監修

デイヴィッド・レヴィサン／作

 コートを縫おう。  きのこレストラン　 新開　孝／写真・文

 西村和雄ぐうたら農法  モンスター・ホテルでハロウィン 柏葉　幸子／作

- ４ -

 信長の原理  どんぐりむらのいちねんかん なかや　みわ／作

 愛なき世界 ねこの町の本屋さん 小手鞠　るい／作

 七つの試練  エヴリデイ



　　「マダム・イン・ニューヨーク」「風雲児たち　～蘭学革命（れぼりゅうし）篇」「ダンケルク」

　　「ナミヤ雑貨店の奇跡」「げんきげんきノンタン　はみがきしゅこしゅこ」「シング」の6点です。

　　10月下旬からの貸出予定です。

順位 分類番号 予約数 冊数

1  ファーストラヴ 913.6 27 5

2  未来 913.6 24 6

3  かがみの孤城 913.6 21 5

4  下町ロケット　[3]　ゴースト 913.6 19 4

5  魔力の胎動 913.6 15 5

　本と映像に親しむ会

　日時：10月4日(木）　14:00～17:00

　内容：『治安維持法と共謀罪』　（内田博文　著/岩波書店）

　　　　　『「天皇機関説」事件』　（山崎雅弘　著/集英社）

　　　　　『自発的隷従論』　（エティエンヌ・ド・ラ・ボエシ　著/筑摩書房）

　　　　　『スノーデンが語る「共謀罪」後の日本』　（軍司泰史　著/岩波書店）

　源氏物語を読む会  図書館上映会

　日時：第1･第3･第4土曜日 　 14: 00 ～ 

　日時：10月4日(木）　13：30～15：30 　10月

　内容：原文を声に出して読み、平安時代の社会、 　　6日（児童）…「がんばれ！ルルロロ　ふたりっていいね」

　風習の解説を加えて千年の時を経ても人間の思いの    27日（一般）…「ツバキ文具店　3」

　変わらないことを登場人物を通して知る。
 　13日は版画教室、20日は美術鑑賞講座のため

 図書館上映会はお休みです。

　古文書を読む市民講座 　あかちゃんタイム

　日時：10月18日（木）　　18:00～19:30 　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！

　基礎講座を開催します。 　☆日時：毎月第3水曜日　 10：30 ～ 12：30

　　　　　　　10月　…17日（水）

 おはなし会  赤ちゃんおはなし会

　日時：毎週月曜日 　 11: 00 ～ 11: 30 （30分程度） 　☆日時：毎月第3水曜日　11時～11時30分

　　　　　10月　…15日、22日、29日 　　　　　　　10月　…17日（水）

　内容：就学前のこどもに、絵本や紙芝居の読み 　☆対象：０歳児

　聞かせ、手遊びなど、親子で楽しい一時を！ 　☆内容：赤ちゃん向け絵本の読み聞かせや紹介、

 ※祝日開館の月曜日は、おはなし会はお休みです。 　わらべ歌あそびなど、赤ちゃんのためのお話会です。
　　　　　　

　（※会場は研修室or視聴覚室）

　内容：初心者の方にもわかりやすい古文書解読の

湊　かなえ

辻村　深月

池井戸　潤

東野　圭吾

‐　５　‐

（2018年9月20日現在）
書　　　　　　名 著　　者

島本　理生



～国民文化祭、全国障害者芸術・文化祭開幕!!～

～お知らせ～　「アートスペース中津」１0月の展示～

10月3日(水)～15日(月)　「竹下直喜・橋口修侍二人展」

10月17日(水)～22日(月)　「小幡篤次郎と図書館～これまで、そして、これから～」

10月24日(水)～11月5日(月)　第3回 月の輪学園作品展

- ６ -

　10月6日(土)、ついに国民文化祭、全国障害者芸術・文化祭が開幕します。県内
各地で芸術文化に関するイベントが盛りだくさんで、毎週末お出かけしたくなる2
か月間です。中津市では、商店街を舞台にしたライティングプロジェクトや、バラ
エティ豊かな4つの企画展開催。展示と共にまちあるきを楽しめるマップもありま
すので、ぜひマップを使って会場を巡ってみてください。また、県内のアートイベ
ントについては、10月20日(土)14時からの「美術鑑賞講座」でもご紹介します。
講座の申し込みは随時受け付けていますので、気軽にご参加ください。

◆今月のテーマ◆  『おいしそう！』な絵本

◆ 今月の『司書が選んだ一冊』◆

 　　今回は、眺めているだけでほっぺたが落ちそうな「おいしそう！」な食べ物が出てくる絵本をご紹介します♪

◆ 今月の『絵本作家さん』◆

ねこのトラは、おさかなどろぼう。

お腹がすくと、人のおいしそうなお

さかなを、こっそりちょうだいして

いるのです。今日はクマさんのおさ

かなを狙いますが、家に帰っても手

を洗わないクマさんが気になって…。

「どろぼう」とは物騒ですが、コミ

カルで、ほっこりとするお話です。

さあ、感謝祭の準備を始めよう！大き

な鍋を出して、オーブンに火をたいて、

ターキーを焼いて、ベリーを煮て、

マッシュポテトを作って…。アメリカ

の伝統的なお祭り「感謝祭」を、少年

の目線で描いています。とにかくお料

理がおいしそう！身近な存在に感謝す

ることの大切さを見直すことが出来ま

す。

まだ生きものといえば、海のクラゲしか

いなかった頃のこと。一匹のクラゲと空

の星が出会いました。そのときクラゲが

言いたかった大事なことばは、クラゲが

死んだ後も、子から孫へ伝わっていきま

した。やがて時が経ち…。切なくも愛し

い物語です。

★コメント★

ちっぽけなクラゲが、一人ぼっちのほうき星に伝え

たくても伝えられなかった言葉。その言葉は、世代

や時空を越え、何百年もかけようやくほうき星に届

きます。切ないけれど、ふんわり優しい気持ちにな

れます。青の色がとても味わいがあります。

『星につたえて』
安東 みきえ/作 アリス館

『まほうのコップ』 福音館書店

🍬 長谷川 摂子 さん
『めっきらもっきらどおんどん』など

🍬 はた こうしろう さん

🌼 作品の一例🌼

『クーとマーのおぼえるえほん』シリーズ、

『おとうさんもういっかい』シリーズなど

『みんなみんな いただきます』
バット・ジトロー・ミラー/作 ＢＬ出版

『おさかなどろぼう』
いしい ひろし/作 ＰＨＰ研究所

月 ぶっくとーく

ただのコップに、ただの水。たね

もしかけもありません。水の入っ

たコップの後ろにいちごを置くと、

いちごがぐんにゃりつぶれてしま

いました。それでは、細長いきゅ

うりを置くと、どんな形になるの

かな？



※A・B各コースは、隔週で運行します。
(移動図書館カレンダーでご確認ください)

曜日 予定時間 予定時間

10:10～10:30 牛神 ガーデンヴィラおぐす

10:40～11:00 東浜 東浜ゲートボール駐車場

11:10～11:30 中央 燦燦館中央

13:05～13:35 沖代A 沖代小学校

13:40～14:00 上万田 上万田団地

14:10～14:30 豊寿園 豊寿園

14:40～15:00 永添A いずみの園

15:10～15:30 古城 古城公務員住宅

15:40～16:00 鶴居 鶴居コミュニティーセンター

16:10～16:30 沖代 沖代公民館

10:25～10:45 三保 三保交流センター

11:00～11:20 宮夫B 玄々堂

13:00～13:30 小楠Ａ 小楠小学校

13:40～14:00 宮夫A 深町団地

14:10～14:30 是則 東中津駅

14:40～15:00 上如水 燦燦館東なかつ

15:10～15:30 如水 如水コミュニティーセンター

15:40～16:00 下池永 雇用促進住宅

16:10～16:30 小楠 小楠コミュニティーセンター

10:15～10:35 下万田 下万田団地

10:45～11:05 五領 五領住宅

11:10～11:30 高瀬 鶴居文化センター

13:10～13:40 三保Ａ 三保小学校

13:50～14:10 犬丸 犬丸集会所

14:20～14:40 野依 野依集会所

14:50～15:10 植野 植野公民館

15:20～15:40 今津 今津コミュニティーセンター

15:50～16:10 和田 和田公民館

10:10～10:30 大塚 八社神社

10:40～11:00 角木 第一共同調理場

11:10～11:30 小祝 グループホーム小祝

13:10～13:40 如水A 如水小学校

13:50～14:10 如水B ややま園　如水

14:20～14:40 大悟法 県営大悟法団地

14:50～15:10 榊原 榊原集会所

15:20～15:40 大幡 大幡コミュニティーセンター

15:45～16:05 大幡B 清浄園

16:15～16:35 金手 慶応アカデミー

移動図書館車カレンダー
数字 Ａコース

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 数字 Ｂコース

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 数字 休み

21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

- 7 -

10月

15:45～16:05 大幡B 清浄園

16:15～16:35 金手 慶応アカデミー

14:50～15:10 榊原 榊原集会所

15:20～15:40 大幡 大幡コミュニティーセンター

13:50～14:10 大貞 ややま園　大貞

14:20～14:40 永添B 悠久の里

11:10～11:30 小祝 グループホーム小祝

13:10～13:40 大幡Ａ 大幡小学校

15:50～16:10 和田 和田公民館

金

10:10～10:30 大塚 八社神社

10:40～11:00 角木 第一共同調理場

14:50～15:10 今津B 今津神事場

15:20～15:40 今津 今津コミュニティーセンター

13:50～14:10 鍋島 鍋島拠点施設

14:20～14:40 今津C 今津区集会所

11:10～11:30 高瀬 鶴居文化センター

13:10～13:40 今津A 今津小学校

16:10～16:30 小楠 小楠コミュニティーセンター

木

10:15～10:35 下万田 下万田団地

10:45～11:05 五領 五領住宅

15:10～15:30 如水 如水コミュニティーセンター

15:40～16:00 下池永 雇用促進住宅

14:10～14:30 犬丸A なのみ台団地

14:40～15:00 北原 北原地区生活改善センター

13:00～13:30 和田Ａ 和田小学校

13:40～14:00 諸田 諸田憩の家

16:10～16:30 沖代 沖代公民館

水

10:25～10:45 三保 三保交流センター

11:00～11:20 一ツ松 東九州短大付属幼稚園

15:10～15:30 古城 古城公務員住宅

15:40～16:00 鶴居 鶴居コミュニティーセンター

14:10～14:30 黒水 黒水生活改善センター

14:40～15:00 永添A いずみの園

中央 燦燦館中央

12:50～13:20 鶴居Ａ 鶴居小学校

13:40～14:00 上万田 上万田団地

　駐車地　Ａコース 駐車地　Ｂコース

月

10:10～10:30 牛神 ガーデンヴィラおぐす

10:40～11:00 東浜 東浜ゲートボール駐車場

11:10～11:30

【代表】小幡記念図書館

〒871-0056 中津市1366番地1（片端町）

℡：0979-22-0679/Fax：0979-24-3516

◇メールアドレス：tosyokan@city.nakatsu.lg.jp

◇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 30

＊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



新着本　（毎週 約２００冊。木曜日or金曜日に配本します。）
著　者（出版社） 分類番号 分類番号

酒井　正敬／著 159 K 288

大分県立先哲資料館／編者 N 281 K 814

岡崎　淳一／著 366.1 K 913

今野　敏／著 913.6 K 933

西尾　維新／著 913.6 KE

ジェフリー・ディーヴァー／著 933 KE

　　「がんばれ！ルルロロ ふたりっていいね」「ちびまる子ちゃんセレクション　グルメなエピソード①」

　　「美女と野獣」「かげ絵　イソップ物語」「ツバキ文具店3」「ターシャ　テューダー」の5点です。

　　11月下旬からの貸出予定です。

順位 分類番号 予約数 冊数

1  沈黙のパレード 913.6 30 5

2  下町ロケット　[4]　ヤタガラス 913.6 28 4

3  ファーストラヴ 913.6 22 5

4  愛なき世界　 913.6 21 6

5  下町ロケット　[3]　ゴースト 913.6 19 4

　源氏物語を読む会（※会場は視聴覚室）  図書館上映会

　日時：11月1日(木）　13：30～15：30 　日時：第1･第3･第4土曜日 　 14: 00 ～ 

　内容：原文を声に出して読み、平安時代の社会、 　11月

　風習の解説を加えて千年の時を経ても人間の思いの 　  3日（児童）…「げんきげんきノンタン　だいすきABC」

　変わらないことを登場人物を通して知る。    17日（名作）…「陽のあたる場所」

　古文書を読む市民講座  　24日（一般）…「ケアニン」

　日時：11月15日（木）　　18:00～19:30

　内容：初心者の方にもわかりやすい古文書解読の 　 お休みです。

　基礎講座を開催します。 　あかちゃんタイム

　赤ちゃんや小さなお子さんといっしょに、

　本と映像に親しむ会 　ぜひ図書館にご来館ください！

　☆日時：毎月第3水曜日　 10：30 ～ 12：30

　　　　　　　11月　…21日（水）

 おはなし会  赤ちゃんおはなし会

　日時：毎週月曜日 　 11: 00 ～ 11: 30 （30分程度） 　☆日時：毎月第3水曜日　11時～11時30分

　　　　　11月　…5日、12日、19日、26日 　　　　　　　11月　…21日（水）

　内容：就学前のこどもに、絵本や紙芝居の読み 　☆対象：０歳児

　聞かせ、手遊びなど、親子で楽しい一時を！ 　☆内容：赤ちゃん向け絵本の読み聞かせや紹介、

 ※祝日開館の月曜日は、おはなし会はお休みです。 　わらべ歌あそびなど赤ちゃんのためのお話会です。
　　　　　　

11月はお休みです

（2018年10月24日現在）

　書　　　名　　　（一般） 　　書　　　名　　　（児童） 著　者（出版社）

 元気になる「読み薬」　  天皇と元号の大研究　 高森　明勅／監修

 日本の近代と大分の先哲  10才までに覚えることば1200　 青山　由紀／監修

 働き方改革のすべて　  ねこねこたんてい なぞときダヤン きむら　ゆういち／作

 エムエス　  明日のランチはきみと　 サラ・ウィークス／作

 掟上今日子の乗車券　  ノラネコぐんだん おばけのやま 工藤　ノリコ／著

 ブラック・スクリーム　  おばあちゃんのおくりもの キャリー・ガラッシュ／文

（2018年10月24日現在）

書　　　　　　名 著　　者

東野　圭吾

池井戸　潤

島本　理生

三浦　しをん

池井戸　潤

‐　１　‐

 　10日は版画教室のため 図書館上映会は



～耶馬渓ライトアップ「新・一目八景」はじまります!!～

～お知らせ～　「アートスペース中津」1１月の展示

11月7日(水)～26日(月)　「高山オリ子作品展」

- ２ -

　10月6日(土)から始まった「国民文化祭、全国障害者芸術・文化祭」も、あと一カ月弱で
す。さて、11月の目玉は、耶馬渓エリアでのライティングプロジェクトです。日ノ出町商店
街で開催中のプロジェクト『ムーンリバー』と同じく、アーティスト髙橋匡太氏よる、耶馬
渓ライトアップ「新・一目八景」が、深耶馬溪一目八景展望台にて、11月10日(土)～18日
(日)まで開催されます。地元学生の協力を得て、一目八景の奇岩に新たな解釈を加え、ライ
トアップを行います!是非お越しください。また、木村記念美術館で開催中の「中山忠彦展―
美の追求―」の関連イベント「アーティスト・ギャラリートーク」が、11月22日(木)に行わ
れます。中山忠彦氏本人をゲストにお招きするまたとない機会ですので、こちらもお見逃し
なく!!

　子どもへの読み聞かせにぴったりな「よい絵本」を紹介します♪ベストセラーから近年の良書まで揃ってます。

◆ 今月の『絵本作家さん』◆

◆今月のテーマ◆ 全国学校図書館協議会 選定 『よい絵本』

◆ 今月の『司書が選んだ一冊』◆

おばあちゃんのおうちに行く日を

楽しみにしているくるみちゃん。

「あと、ななつねたら、おばあ

ちゃんのおうちよ」と、お母さん

に言われたくるみちゃんは、毎日

指で数えます。おばあちゃんとく

るみちゃん、お互いの思いやりが

あたたかい絵本です。

家族の写真、お父さんのメガネ、着

物が入っていたタンスの取っ手…。

ひいばあちゃんの宝物のかんかんに

は、たくさんの思い出と秘密が入っ

ている。女の子とひいばあちゃんの

会話が楽しい、あたたかな絵本です。

🌼コメント🌼

この本は、どこかなつかしい絵にひかれて手にとりま

した。ひとつひとつの背景などが丁寧で、なんといっ

ても人物の表情が大好きです。自分の亡くなったおば

あちゃんを思い出す、心あたたまるお話でした。

『ひみつのかんかん』
花山 かずみ/作 偕成社

『てんぐのがっこう』 文溪堂

🍁 やぎ たみこ さん
『くらげのりょかん』、『ほげちゃん』など

🍁 丸山 誠司 さん

🌼 作品の一例 🌼

『アルパカパカパカやってきて』、

『おしろとおくろ』など

『あと、いくつ？』
ひろかわ さえこ/作 アリス館

『ねこのシジミ』
和田 誠/作 ほるぷ出版

月
ぶっくとーく

テンちゃんはとっても利口なイン

コです。天狗の学校の生徒として

スカウトされました。帽子をかぶ

り、衣をはおれば、なんと立派な

“インコてんぐ”の誕生！そんな

ある日、テンちゃんの身にある出

来事が…。

シジミはたれ目で目ヤニのきたない

子猫でした。公園に捨てられていた

ところを、ショウちゃんが拾ってく

れたのです…。家族の一員として、

何気なく暮らす猫の日常を、繊細な

銅版画と、淡々としつつもあたたか

い文章で描いた絵本です。



※A・B各コースは、隔週で運行します。
(移動図書館カレンダーでご確認ください)

曜日 予定時間 予定時間

10:10～10:30 牛神 ガーデンヴィラおぐす

10:40～11:00 東浜 東浜ゲートボール駐車場

11:10～11:30 中央 燦燦館中央

13:05～13:35 沖代A 沖代小学校

13:40～14:00 上万田 上万田団地

14:10～14:30 豊寿園 豊寿園

14:40～15:00 永添A いずみの園

15:10～15:30 古城 古城公務員住宅

15:40～16:00 鶴居 鶴居コミュニティーセンター

16:10～16:30 沖代 沖代公民館

10:25～10:45 三保 三保交流センター

11:00～11:20 宮夫B 玄々堂

13:00～13:30 小楠Ａ 小楠小学校

13:40～14:00 宮夫A 深町団地

14:10～14:30 是則 東中津駅

14:40～15:00 上如水 燦燦館東なかつ

15:10～15:30 如水 如水コミュニティーセンター

15:40～16:00 下池永 雇用促進住宅

16:10～16:30 小楠 小楠コミュニティーセンター

10:15～10:35 下万田 下万田団地

10:45～11:05 五領 五領住宅

11:10～11:30 高瀬 鶴居文化センター

13:10～13:40 三保Ａ 三保小学校

13:50～14:10 犬丸 犬丸集会所

14:20～14:40 野依 野依集会所

14:50～15:10 植野 植野公民館

15:20～15:40 今津 今津コミュニティーセンター

15:50～16:10 和田 和田公民館

10:10～10:30 大塚 八社神社

10:40～11:00 角木 第一共同調理場

11:10～11:30 小祝 グループホーム小祝

13:10～13:40 如水A 如水小学校

13:50～14:10 如水B ややま園　如水

14:20～14:40 大悟法 県営大悟法団地

14:50～15:10 榊原 榊原集会所

15:20～15:40 大幡 大幡コミュニティーセンター

15:45～16:05 大幡B 清浄園

16:15～16:35 金手 慶応アカデミー

移動図書館車カレンダー
数字 Ａコース

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 数字 Ｂコース

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 数字 休み

18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
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11月

15:45～16:05 大幡B 清浄園

16:15～16:35 金手 慶応アカデミー

14:50～15:10 榊原 榊原集会所

15:20～15:40 大幡 大幡コミュニティーセンター

13:50～14:10 大貞 ややま園　大貞

14:20～14:40 永添B 悠久の里

11:10～11:30 小祝 グループホーム小祝

13:10～13:40 大幡Ａ 大幡小学校

15:50～16:10 和田 和田公民館

金

10:10～10:30 大塚 八社神社

10:40～11:00 角木 第一共同調理場

14:50～15:10 今津B 今津神事場

15:20～15:40 今津 今津コミュニティーセンター

13:50～14:10 鍋島 鍋島拠点施設

14:20～14:40 今津C 今津区集会所

11:10～11:30 高瀬 鶴居文化センター

13:10～13:40 今津A 今津小学校

16:10～16:30 小楠 小楠コミュニティーセンター

木

10:15～10:35 下万田 下万田団地

10:45～11:05 五領 五領住宅

15:10～15:30 如水 如水コミュニティーセンター

15:40～16:00 下池永 雇用促進住宅

14:10～14:30 犬丸A なのみ台団地

14:40～15:00 北原 北原地区生活改善センター

13:00～13:30 和田Ａ 和田小学校

13:40～14:00 諸田 諸田憩の家

16:10～16:30 沖代 沖代公民館

水

10:25～10:45 三保 三保交流センター

11:00～11:20 一ツ松 東九州短大付属幼稚園

15:10～15:30 古城 古城公務員住宅

15:40～16:00 鶴居 鶴居コミュニティーセンター

14:10～14:30 黒水 黒水生活改善センター

14:40～15:00 永添A いずみの園

中央 燦燦館中央

12:50～13:20 鶴居Ａ 鶴居小学校

13:40～14:00 上万田 上万田団地

　駐車地　Ａコース 駐車地　Ｂコース

月

10:10～10:30 牛神 ガーデンヴィラおぐす

10:40～11:00 東浜 東浜ゲートボール駐車場

11:10～11:30

【代表】小幡記念図書館

〒871-0056 中津市1366番地1（片端町）

℡：0979-22-0679/Fax：0979-24-3516

◇メールアドレス：tosyokan@city.nakatsu.lg.jp

◇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

＊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



新着本　（毎週 約２００冊。木曜日or金曜日に配本します。）
著　者（出版社） 分類番号 分類番号

東京子ども図書館／編集 019.5 K 538

桐谷　広人／著 338.1 K 778

枻出版社 584.7 K 913

朝倉　かすみ／著 913.6 K 933

芦辺　拓／著 913.6 KE

小川　糸／著 914.6 KC

　　「げんきげんきノンタン　だいすきABC」「おさるのジョージ ２」「デザインあ」「ケアニン」

　　「陽のあたる場所」「ちょっと今から仕事やめてくる」の6点です。

　　1月上旬からの貸出予定です。

順位 分類番号 予約数 冊数

1  沈黙のパレード 913.6 35 5

2  下町ロケット　[4]　ヤタガラス 913.6 23 5

3  ファーストラヴ 913.6 17 5

4  愛なき世界　 913.6 16 6

 下町ロケット　[3]　ゴースト 913.6 5

 フーガはユーガ　 913.6 1

　源氏物語を読む会（※会場は視聴覚室）  図書館上映会

　日時：12月13日(木）　13：30～15：30 　日時：12月1日（土）、22日（土）　14: 00 ～ 

　内容：原文を声に出して読み、平安時代の社会、 　（内容）

　風習の解説を加えて千年の時を経ても人間の思いの 　　1日（児童）…「しまじろう　おはなし大特集！

　変わらないことを登場人物を通して知る。 　　　　　　　　　　　こんなときどうする？」

　本と映像に親しむ会    22日（一般）…「ねぼけ」

　日時：12月13日(木）　14:00～17:00  　8日は版画教室、15日は美術鑑賞講座のため

　内容：『女子と貧困』（雨宮処凛　著/かもがわ出版）  図書館上映会はお休みです。

　　　　　『子どもたちの階級闘争』 　あかちゃんタイム
　　　　　（フレディみかこ　著/みすず書房） 　赤ちゃんや小さなお子さんといっしょに、

　古文書を読む市民講座 　ぜひ図書館にご来館ください！

　☆日時：12月19日（水）（毎月第3水曜日）

　　　　　 　 10：30 ～ 12：30　

 おはなし会  赤ちゃんおはなし会

　日時：12月10日、17日（毎週月曜日） 　☆日時：12月19日（水）（毎月第3水曜日）

　　 　 　 11: 00 ～ 11: 30 （30分程度） 　　　　　　　11時～11時30分

　内容：就学前のこどもに、絵本や紙芝居の読み 　☆対象：０歳児

　聞かせ、手遊びなど、親子で楽しい一時を！ 　☆内容：赤ちゃん向け絵本の読み聞かせや紹介、

 ※祝日開館の月曜日は、おはなし会はお休みです。 　わらべ歌あそびなど赤ちゃんのためのお話会です。
　　　　　　

‐　１　‐

伊坂　幸太郎
5 14

島本　理生

三浦　しをん

池井戸　潤

12月はお休みです

（2018年11月26日現在）

書　　　　　　名 著　　者

東野　圭吾

池井戸　潤

 針と糸　  とうじかぼちゃでふゆもげんき! 土田　義晴／脚本・絵

 ぼくは朝日　  変化球男子　 M.G.ヘネシー／作

 新・二都物語　  だいこんさんおふろにはいる 岡田　よしたか／作

 桐谷さんの株主優待生活　  平成仮面ライダー完全超百科 講談社

 ブーツの教科書  みけねえちゃんにいうてみな 村上　しいこ／作

（2018年11月26日現在）

　書　　　名　　　（一般） 　　書　　　名　　　（児童） 著　者（出版社）

 よみきかせのきほん  きみは宇宙飛行士! ロウイー・ストーウェル／文



～本年もありがとうございました!!～

～お知らせ～　「アートスペース中津」１2月の展示

12月1日(土)～17日(月)　「違いを楽しみ生きる～フィールドを広げて～」

12月19日(水)～28日(金)　佃日出雄作品展「花屋の店先で」

- ２ -

　先月25日(日)に終了いたしました、美術館での「中山忠彦展―美の追求―」をは
じめとした「第33回国民文化祭、第18回全国障害者芸術・文化祭」の「なかつ水
灯り2018」各企画に、ご来場いただき誠にありがとうございました!!
　さて、今年もあとひと月となりましたが、木村記念美術館では、今月5日(水)より
「冬の常設展」を開催します。冬に楽しみたい作品を多く展示予定ですので、是非
お越しください。なお、美術館は年末年始休館として、下記期間お休みします。

休館期間：平成30年12月29日(土)～平成31年1月3日(木)

🎄今月のテーマ🎄  『みんなの話題になった絵本』
  絵本の賞を獲ったり、メディアで紹介されたりと、ピックアップされ話題になった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』❄

ヤギのシラユキさんは編み物が大

好き。ところが、ヒツジおばさん

に編み物の腕をけなされたシラユ

キさんは、ショックで頭がこんが

らがって、とんでもないものを編

んでしまい…。プラティスラヴァ

世界絵本原画展 金牌、オランダ銀

の絵筆賞を受賞した、ユニークで

コミカルなお話。

大きな氷山の上にペンギンやアザラ

シやシロクマがぎっしり。真ん中に

は大きなクジラ。ペンギンたちが

次々と海に飛び込むと…？世界的に

も有名なアニメーション作家の山村

浩二さんの絵と共に楽しむ、大海原

で繰り広げられる滑稽なお話。

◆コメント◆

「くじらさんのためなら」と次々と海に飛び込んでいくた

くさんの動物たち…。くじらの願いって何？とページをめ

くるたびにわくわく。たくさんの動物たちの可愛らしい表

情や、くじらの小さな願いに大勢で協力してくれる優しさ

に癒される1冊です。

『くじらさんのーたーめならえんやこーら』
内田 麟太郎/文 すずき出版

『クリスマスのおくりもの』ほるぷ出版

⛄ ジョン・バーニンガム さん
『ガンピーさん』シリーズなど

⛄ 木坂 涼 さん

◆ 作品の一例◆

『しきしきむら』シリーズなど

『シラユキさんとあみあみモンスター』
アンネマリー・ファン・ハーリンゲン/作 ＢＬ出版

『トリクシーのくたくたうさぎ』
モー・ウィレムズ /作 ヴィレッジブックス

クリスマスイブの夜。おじいさんサ

ンタとトナカイたちは、すっかりく

たびれて帰ってきました。世界中の

子どもたちにクリスマスのおくりも

のを届けてきたのです。ところが、

袋の中にまだ一つ残っていました！

さあ、朝までに届けられるでしょう

か？世界中のファンを魅了するバー

ニンガムさんのクリスマス絵本です。

たいへん！！大好きな「くたくたう

さぎ」がなくなった！まだきちんと

喋れないトリクシーは、必死になっ

てぬいぐるみがないことをパパに伝

えますが、なかなか分かってもらえ

ません。「くたくたうさぎ」はちゃ

んと戻ってくるのかな？コルデコッ

ト賞 オナー・ブックに選出された

可愛らしいお話。



※A・B各コースは、隔週で運行します。
(移動図書館カレンダーでご確認ください)

曜日 予定時間 予定時間

10:10～10:30 牛神 ガーデンヴィラおぐす

10:40～11:00 東浜 東浜ゲートボール駐車場

11:10～11:30 中央 燦燦館中央

13:05～13:35 沖代A 沖代小学校

13:40～14:00 上万田 上万田団地

14:10～14:30 豊寿園 豊寿園

14:40～15:00 永添A いずみの園

15:10～15:30 古城 古城公務員住宅

15:40～16:00 鶴居 鶴居コミュニティーセンター

16:10～16:30 沖代 沖代公民館

10:25～10:45 三保 三保交流センター

11:00～11:20 宮夫B 玄々堂

13:00～13:30 小楠Ａ 小楠小学校

13:40～14:00 宮夫A 深町団地

14:10～14:30 是則 東中津駅

14:40～15:00 上如水 燦燦館東なかつ

15:10～15:30 如水 如水コミュニティーセンター

15:40～16:00 下池永 雇用促進住宅

16:10～16:30 小楠 小楠コミュニティーセンター

10:15～10:35 下万田 下万田団地

10:45～11:05 五領 五領住宅

11:10～11:30 高瀬 鶴居文化センター

13:10～13:40 三保Ａ 三保小学校

13:50～14:10 犬丸 犬丸集会所

14:20～14:40 野依 野依集会所

14:50～15:10 植野 植野公民館

15:20～15:40 今津 今津コミュニティーセンター

15:50～16:10 和田 和田公民館

10:10～10:30 大塚 八社神社

10:40～11:00 角木 第一共同調理場

11:10～11:30 小祝 グループホーム小祝

13:10～13:40 如水A 如水小学校

13:50～14:10 如水B ややま園　如水

14:20～14:40 大悟法 県営大悟法団地

14:50～15:10 榊原 榊原集会所

15:20～15:40 大幡 大幡コミュニティーセンター

15:45～16:05 大幡B 清浄園

16:15～16:35 金手 慶応アカデミー

移動図書館車カレンダー
数字 Ａコース

日 月 火 水 木 金 土
1 数字 Ｂコース

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 数字 休み

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 - 3 -

　駐車地　Ａコース 駐車地　Ｂコース

月

10:10～10:30 牛神 ガーデンヴィラおぐす

10:40～11:00 東浜 東浜ゲートボール駐車場

11:10～11:30 中央 燦燦館中央

12:50～13:20 鶴居Ａ 鶴居小学校

13:40～14:00 上万田 上万田団地

14:10～14:30 黒水 黒水生活改善センター

14:40～15:00 永添A いずみの園

15:10～15:30 古城 古城公務員住宅

15:40～16:00 鶴居 鶴居コミュニティーセンター

16:10～16:30 沖代 沖代公民館

水

10:25～10:45 三保 三保交流センター

11:00～11:20 一ツ松 東九州短大付属幼稚園

13:00～13:30 和田Ａ 和田小学校

13:40～14:00 諸田 諸田憩の家

14:10～14:30 犬丸A なのみ台団地

14:40～15:00 北原 北原地区生活改善センター

15:10～15:30 如水 如水コミュニティーセンター

15:40～16:00 下池永 雇用促進住宅

16:10～16:30 小楠 小楠コミュニティーセンター

木

10:15～10:35 下万田 下万田団地

10:45～11:05 五領 五領住宅

11:10～11:30 高瀬 鶴居文化センター

13:10～13:40 今津A 今津小学校

13:50～14:10 鍋島 鍋島拠点施設

14:20～14:40 今津C 今津区集会所

14:50～15:10 今津B 今津神事場

15:20～15:40 今津 今津コミュニティーセンター

15:50～16:10 和田 和田公民館

金

10:10～10:30 大塚 八社神社

10:40～11:00 角木 第一共同調理場

11:10～11:30 小祝 グループホーム小祝

13:10～13:40 大幡Ａ 大幡小学校

13:50～14:10 大貞 ややま園　大貞

14:20～14:40 永添B 悠久の里

14:50～15:10 榊原 榊原集会所

15:20～15:40 大幡 大幡コミュニティーセンター

15:45～16:05 大幡B 清浄園

16:15～16:35 金手 慶応アカデミー

12月 【代表】小幡記念図書館

〒871-0056 中津市1366番地1（片端町）

℡：0979-22-0679/Fax：0979-24-3516

◇メールアドレス：tosyokan@city.nakatsu.lg.jp

◇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 30

＊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



新着本　（毎週 約２００冊。木曜日or金曜日に配本します。）
著　者（出版社） 分類番号 分類番号

在京大分県人会／編者 291.6 K 304

LGBTER／著 367.9 K 798

宇野　樹／著 784.6 K 913

桜木　紫乃／著 913.6 K 933

ビートたけし／著 913.6 KE

曾野　綾子／著 914.6 KE

　　「しまじろう　おはなし大特集！こんなときどうする？」「忍たま乱太郎の宇宙大冒険　天の川の段・ブラック

　　ホールの段」「ねぼけ」「オリエント急行殺人事件」「弟の夫」の5点です。

　　1月下旬からの貸出予定です。

順位 分類番号 予約数 冊数

1  沈黙のパレード 913.6 31 5

2  昨日がなければ明日もない 913.6 25 2

3  下町ロケット　[4]　ヤタガラス 913.6 20 5

4  フーガはユーガ　 913.6 14 5

5  ファーストラヴ 913.6 13 5

　古文書を読む市民講座  図書館上映会

　日時：1月5日（土）、19日（土）、26日（土）　14: 00 ～ 

　日時：1月17日（木）　　18:00～19:30 　（内容）

　内容：初心者の方にもわかりやすい古文書解読の 　  5 日（児童）…「うっかりペネロペ　ペネロペ、パリへいく編」

　基礎講座を開催します。  　19日（名作）…「真昼の決闘」

（お問合せ）中津市教育委員会　文化財室  　26日（一般）…「もういちど」

　 　　　 　　　電話：0979-22-1111（内線603）

　 お休みです。

　本と映像に親しむ会 　あかちゃんタイム

　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！

　源氏物語を読む会 　☆日時：1月16日（水）（毎月第3水曜日）

　　　　　 　 10：30 ～ 12：30　

 おはなし会  赤ちゃんおはなし会

　日時：1月7日、21日、28日（毎週月曜日） 　☆日時：1月16日（水）（毎月第3水曜日）

　　 　 　 11: 00 ～ 11: 30 （30分程度） 　　　　　　　11時～11時30分

　内容：就学前のこどもに、絵本や紙芝居の読み 　☆対象：０歳児

　聞かせ、手遊びなど、親子で楽しい一時を！ 　☆内容：赤ちゃん向け絵本の読み聞かせや紹介、

 ※祝日開館の月曜日は、おはなし会はお休みです。 　わらべ歌あそびなど赤ちゃんのためのお話会です。
　　　　　　

‐　１　‐

1月はお休みです

1月はお休みです

池井戸　潤

伊坂　幸太郎

島本　理生

 　12日は版画教室のため 図書館上映会は

（2018年12月20日現在）

書　　　　　　名 著　　者

東野　圭吾

宮部　みゆき

 人生の後片づけ  おおかみのおなかのなかで マック・バーネット／文

 フランス座  たぬきのおもち　 せな　けいこ／作・絵

 光まで5分　  リスの森ひっこし大作戦 リン・レイ・パーキンス／作・絵

 LGBTと家族のコトバ  じゃんけん必勝法　 稲葉　茂勝／著

 兄・宇野昌磨　  受取人、不在につき　 赤川　次郎／著

（2018年12月20日現在）

　書　　　名　　　（一般） 　　書　　　名　　　（児童） 著　者（出版社）

 きごころ　No.1  名探偵コナンKODOMO時事ワード　2019 読売KODOMO新聞編集室／編



～今年も美術を楽しもう!!～

～お知らせ～　「アートスペース中津」１月の展示
1月5日(土)～14日(月)　「豊後街道まちなみはがき絵展」
1月16日(水)～28日(月)　「愛光みそら和み書作品展」

　あけましておめでとうございます。本年も、どうぞよろしくお願い致します。さて、木村
記念美術館では昨年12月5日(水)から、平成30年度「冬の常設展」を開催しております。寒
さ厳しい日が続きますが、是非ご来館ください!!
　また、各地の美術館でもいくつかの企画展が催されています。昨年4月に、行橋市の美術
館となった行橋市増田美術館では、「増田コレクションでめぐる明治時代」という企画展を
今月14日(月)まで開催中です。明治150年に合わせ、美術館のオーナーであった増田博氏の
コレクションを展示、明治時代をアートからみつめます!!近くで、新たな美術を楽しむ絶好
の機会です。ぜひ、お楽しみくださいね。

- ２ -

🍑 今月の『司書が選んだ一冊』🍑

  今月は、動物が出てくる絵本をご紹介します🐻 ふだん、なかなか見られない動物にも会えるかも！

🎍今月のテーマ🎍  『いろいろな動物の絵本』

🍑 今月の『絵本作家さん』🍑

◆コメント◆

雪が降ったら何して遊ぶ？

雪合戦？それとも雪だるま作る？

雪ってわくわく楽しいね。

『だれのおとしもの？』
種村 有希子 /文 ＰＨＰ研究所

『やもじろうとはりきち』 佼成出版社

🌼 降矢 なな さん
『まゆとかっぱ』シリーズなど

🌼 長野 ヒデ子 さん

◆ 作品の一例 ◆

『ヒデ子さんのうたあそびえほん』シリーズなど

『とりこしふくろう』
滑川 まい /作 白泉社

『きみもこねこなの？』
エズラ・ジャック・キーツ/作 徳間書店

子猫たちが遊んでいるところへ、子

犬がやってきました。「きみも、こ

ねこなの？」「えっと……そう！」

「いっしょだね。じゃあ、ついてき

て！」。子犬は子猫になりきって、

ミルクを飲んだり、高いところを

走ったり、ネズミを追いかけたり。

そこへ、子犬のお母さんがやってき

て…。どの子もかわいらしいお話。

ヤモリのやもじろうとハリネズミのは

りきちは、赤ちゃんのときから大の仲

良し。ときどきケンカもするけれど、

またすぐに仲直り。でも、だんだんや

もじろうは、はりきちと一緒だとつま

らないと思い始めました。だってはり

きちはかけっこがのろくて、木登りも

できないから…。変わらない幼なじみ

の友情を描いた絵本です。

雪が降った朝のこと。まほちゃん

は、“ゆり”と名前がついた手袋

を見つけました。大きさは、まほ

ちゃんの手と同じくらい。足跡を

たどって、落とし物を届けること

にしました。しばらく行くと、今

度はマフラーが落ちていて…。は

たして、ゆりちゃんは見つかるの

かな？

ふくろうじいちゃんは、雨降る夜に

迷子のひよこに出会いました。「じ

いちゃんのおうちにおいで」と助け

てあげるのですが、じいちゃんは心

配性。ひよこが眠ったあと、じい

ちゃんはひよこのために、色々と準

備をします…。この子が幸せに羽ば

たいていけますように、という気持

ちがやさしいお話。



※A・B各コースは、隔週で運行します。
(移動図書館カレンダーでご確認ください)

曜日 予定時間 予定時間

10:10～10:30 牛神 ガーデンヴィラおぐす

10:40～11:00 東浜 東浜ゲートボール駐車場

11:10～11:30 中央 燦燦館中央

13:05～13:35 沖代A 沖代小学校

13:40～14:00 上万田 上万田団地

14:10～14:30 豊寿園 豊寿園

14:40～15:00 永添A いずみの園

15:10～15:30 古城 古城公務員住宅

15:40～16:00 鶴居 鶴居コミュニティーセンター

16:10～16:30 沖代 沖代公民館

10:25～10:45 三保 三保交流センター

11:00～11:20 宮夫B 玄々堂

13:00～13:30 小楠Ａ 小楠小学校

13:40～14:00 宮夫A 深町団地

14:10～14:30 是則 東中津駅

14:40～15:00 上如水 燦燦館東なかつ

15:10～15:30 如水 如水コミュニティーセンター

15:40～16:00 下池永 雇用促進住宅

16:10～16:30 小楠 小楠コミュニティーセンター

10:15～10:35 下万田 下万田団地

10:45～11:05 五領 五領住宅

11:10～11:30 高瀬 鶴居文化センター

13:10～13:40 三保Ａ 三保小学校

13:50～14:10 犬丸 犬丸集会所

14:20～14:40 野依 野依集会所

14:50～15:10 植野 植野公民館

15:20～15:40 今津 今津コミュニティーセンター

15:50～16:10 和田 和田公民館

10:10～10:30 大塚 八社神社

10:40～11:00 角木 第一共同調理場

11:10～11:30 小祝 グループホーム小祝

13:10～13:40 如水A 如水小学校

13:50～14:10 如水B ややま園　如水

14:20～14:40 大悟法 県営大悟法団地

14:50～15:10 榊原 榊原集会所

15:20～15:40 大幡 大幡コミュニティーセンター

15:45～16:05 大幡B 清浄園

16:15～16:35 金手 慶応アカデミー

移動図書館車カレンダー
数字 Ａコース

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 数字 Ｂコース

6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 数字 休み

20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

- 3 -

　駐車地　Ａコース 駐車地　Ｂコース

月

10:10～10:30 牛神 ガーデンヴィラおぐす

10:40～11:00 東浜 東浜ゲートボール駐車場

11:10～11:30 中央 燦燦館中央

12:50～13:20 鶴居Ａ 鶴居小学校

13:40～14:00 上万田 上万田団地

14:10～14:30 黒水 黒水生活改善センター

14:40～15:00 永添A いずみの園

15:10～15:30 古城 古城公務員住宅

15:40～16:00 鶴居 鶴居コミュニティーセンター

16:10～16:30 沖代 沖代公民館

水

10:25～10:45 三保 三保交流センター

11:00～11:20 一ツ松 東九州短大付属幼稚園

13:00～13:30 和田Ａ 和田小学校

13:40～14:00 諸田 諸田憩の家

14:10～14:30 犬丸A なのみ台団地

14:40～15:00 北原 北原地区生活改善センター

15:10～15:30 如水 如水コミュニティーセンター

15:40～16:00 下池永 雇用促進住宅

16:10～16:30 小楠 小楠コミュニティーセンター

木

10:15～10:35 下万田 下万田団地

10:45～11:05 五領 五領住宅

11:10～11:30 高瀬 鶴居文化センター

13:10～13:40 今津A 今津小学校

13:50～14:10 鍋島 鍋島拠点施設

14:20～14:40 今津C 今津区集会所

14:50～15:10 今津B 今津神事場

15:20～15:40 今津 今津コミュニティーセンター

15:50～16:10 和田 和田公民館

金

10:10～10:30 大塚 八社神社

10:40～11:00 角木 第一共同調理場

11:10～11:30 小祝 グループホーム小祝

13:10～13:40 大幡Ａ 大幡小学校

13:50～14:10 大貞 ややま園　大貞

14:20～14:40 永添B 悠久の里

14:50～15:10 榊原 榊原集会所

15:20～15:40 大幡 大幡コミュニティーセンター

15:45～16:05 大幡B 清浄園

16:15～16:35 金手 慶応アカデミー

1月 【代表】小幡記念図書館

〒871-0056 中津市1366番地1（片端町）

℡：0979-22-0679/Fax：0979-24-3516

◇メールアドレス：tosyokan@city.nakatsu.lg.jp

◇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 30

＊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



新着本　（毎週 約２００冊。木曜日or金曜日に配本します。）
著　者（出版社） 分類番号 分類番号

小枝　祐基／著 007.6 K 388

鷲谷　いづみ／著 468 K 813

渡邉　哲也／著 537.0 K 913

群　ようこ／著 913.6 K 933

桐島　洋子／著 914.6 KE

　　「うっかりペネロペ　ペネロペ、パリへいく」「ちびまる子ちゃん　青い瞳のともだち」「もういちど」

　　「真昼の決闘」「ミックス。」の5点です。2月下旬からの貸出予定です。

順位 分類番号 予約数 冊数

1  昨日がなければ明日もない 913.6 31 6

2  沈黙のパレード 913.6 27 6

3  宝島 913.6 19 1

 本と鍵の季節 913.6 2

 下町ロケット　[4]　ヤタガラス 913.6 5

 フーガはユーガ　 913.6 5

　源氏物語を読む会（※会場は研修室or視聴覚室）  図書館上映会

　日時：2月7日(木）　13：30～15：30 　日時：2月2日（土）、23日（土）　14: 00 ～ 

　内容：原文を声に出して読み、平安時代の社会、 　（内容）

　風習の解説を加えて千年の時を経ても人間の思いの 　  2日（児童）…「忍たま乱太郎の宇宙大冒険

　変わらないことを登場人物を通して知る。 　　　火星の段・宇宙のはじまりの段」

　本と映像に親しむ会  　23日（一般）…「三度目の殺人」

　日時：2月7日(木）　14:00～17:00

　内容：『逆さに吊るされた男』  　9日は版画教室、16日は美術鑑賞講座のため

　　　　　　（田口ランディ　著/河出書房新社） 　図書館上映会はお休みです。

　　　　　『<愛国心>に気をつけろ』

　　　　　　（鈴木邦夫　著/岩波書店）　　

　古文書を読む市民講座 　あかちゃんタイム

　日時：2月21日（木）　　18:00～19:30 　赤ちゃんや小さなお子さんといっしょに、

　内容：初心者の方にもわかりやすい古文書解読の 　ぜひ図書館にご来館ください！

　基礎講座を開催します。 　☆日時：2月20日（水）（毎月第3水曜日）

（お問合せ）中津市教育委員会　文化財室 　　　　　 　 10：30 ～ 12：30　
　 　　　 　　　電話：0979-22-1111（内線603）

 おはなし会  赤ちゃんおはなし会

　日時：2月4日、18日、25日（毎週月曜日） 　☆日時：2月20日（水）（毎月第3水曜日）

　　 　 　 11: 00 ～ 11: 30 （30分程度） 　　　　　　　11時～11時30分

　内容：就学前のこどもに、絵本や紙芝居の読み 　☆対象：０歳児

　聞かせ、手遊びなど、親子で楽しい一時を！ 　☆内容：赤ちゃん向け絵本の読み聞かせや紹介、

 ※祝日開館の月曜日は、おはなし会はお休みです。 　わらべ歌あそびなど赤ちゃんのためのお話会です。
　　　　　　

いもと　ようこ／文・絵 ゆきのよるに 80歳のマザーグース

‐　１　‐

（2019年1月24日現在）

東野　圭吾

伊坂　幸太郎

米澤　穂信

真藤　順丈

書　　　　　　名 著　　者

宮部　みゆき

飯間　浩明／著

 散歩するネコ  さらわれたオレオマーガリン王子 マーク・トウェイン／作

 ゴーン・ショック!　  ニセコイ 古味　直志／原作

 絵でわかる生態系のしくみ  ことばハンター

4 池井戸　潤 14

（2019年1月24日現在）

　書　　　名　　　（一般） 　　書　　　名　　　（児童） 著　者（出版社）

 疲れないパソコン仕事術  幻獣(モンスター)最強王図鑑 健部　伸明／監修



～今年もOPAMがやってきます!!～

巡回展「おおいた美術散歩」　2月13日(水)～18日(日)　10時～18時

観覧料　一般：200円、大学・高校生：100円、中学生以下無料

～お知らせ～　「アートスペース中津」2月の展示

2月13日(水)～25日(月)　「Salon Kdream」

　今年も、あっという間に1月が終わり、2月がやってきました。新年度も目前ですね。さ
て、昨年から行われている大分県立美術館(OPAM)の企画展「おおいた美術散歩」が地域巡回
展バージョンになって中津市にやってきます!!OPAM収蔵品から、選りすぐりの作品を小幡記
念図書館研修室で展示しますので、ぜひご来場ください!また、巡回展期間中の2月17日(日)
には、関連イベントとして、木村記念美術館学芸員によるギャラリー・トークを開催しま
す!!開始は13時30分で、申込不要です。ぜひお気軽にご参加ください。お待ちしています!!

- ２ -

❆ 今月の『司書が選んだ一冊』❆ ❄ 今月の『絵本作家さん』❄

　　　今月は、長く世界中で愛され、読み継がれてきたベストセラーの絵本をご紹介します✨

◆今月のテーマ◆  『ベストセラーの絵本』

あきは、赤ちゃんのときからこん

と一緒です。あきは大きく、こん

は古くなっていき、ついに腕がほ

つれてしまいました。「だいじょ

うぶ、おばあちゃんがなおしてく

れるもん」。二人は電車に乗って

おばあちゃんの家へ行きます。元

通りに戻るのかな？1989年から

愛される、やさしい名作です。

「そろそろ、うどんとラーメンのど

ちらがおいしいのか、きめようでは

ありませんか」。ある日、うどんの

家にラーメンから挑戦状が届いた。

そして、うどんが待ち構えていると、

もちもちナルト手裏剣が襲ってき

た！現れたのは…！

◆コメント◆

うどんとラーメンの対決の描写はとても活き活きしていて、読

んでいて楽しいし、ラーメンの悪役顔には思わず笑ってしまい

ますし、闘いながらも何気なくお互いを褒めている二人はとて

も面白いです。そして意外なキャラクターのある言葉は、子ど

もでも大人でも感心すると思います。読めばきっと、うどんや

ラーメン、スパゲッティを食べたくなります。想像力を豊かに

する絵本です。ぜひ読んでみてください。

『うどん 対 ラーメン』
田中 六大/文 講談社

『ぼく つかまらないもん！』
あすなろ書房

⛄ マーガレット・ワイズ・ブラウン さん

『おやすみなさい おつきさま』など

⛄ 荒井 良二 さん

◆ 作品の一例◆

『きょうはそらにまるいつき』など

『こんとあき』
林 明子/作 福音館書店

『からすのパンやさん』
かこ さとし/作 偕成社

ある日、一人でどこか遠くへ行きたく

なったうさぎのぼうや。お母さんは、

「あら、たいへん。おいかけていかな

くちゃ」と言いました。それから子う

さぎとお母さんのおかしな追いかけっ

こが始まりました！母子で読むと面白

さ倍増のブラウンさんの傑作です。

からすのパン屋さんが、すてきなパ

ンをどっさり焼くと、店先で大騒動

が起こります。1973年の発売から

46年。2018年の5月に亡くなら

れた作者のかこさんの、代表作の一

つと言えるこの絵本は、どの時代の

子どもたちも夢中になってきました。

見開きいっぱいに描かれたユニーク

なパンの数々を楽しんでください。



※A・B各コースは、隔週で運行します。
(移動図書館カレンダーでご確認ください)

曜日 予定時間 予定時間

10:10～10:30 牛神 ガーデンヴィラおぐす

10:40～11:00 東浜 東浜ゲートボール駐車場

11:10～11:30 中央 燦燦館中央

13:05～13:35 沖代A 沖代小学校

13:40～14:00 上万田 上万田団地

14:10～14:30 豊寿園 豊寿園

14:40～15:00 永添A いずみの園

15:10～15:30 古城 古城公務員住宅

15:40～16:00 鶴居 鶴居コミュニティーセンター

16:10～16:30 沖代 沖代公民館

10:25～10:45 三保 三保交流センター

11:00～11:20 宮夫B 玄々堂

13:00～13:30 小楠Ａ 小楠小学校

13:40～14:00 宮夫A 深町団地

14:10～14:30 是則 東中津駅

14:40～15:00 上如水 燦燦館東なかつ

15:10～15:30 如水 如水コミュニティーセンター

15:40～16:00 下池永 雇用促進住宅

16:10～16:30 小楠 小楠コミュニティーセンター

10:15～10:35 下万田 下万田団地

10:45～11:05 五領 五領住宅

11:10～11:30 高瀬 鶴居文化センター

13:10～13:40 三保Ａ 三保小学校

13:50～14:10 犬丸 犬丸集会所

14:20～14:40 野依 野依集会所

14:50～15:10 植野 植野公民館

15:20～15:40 今津 今津コミュニティーセンター

15:50～16:10 和田 和田公民館

10:10～10:30 大塚 八社神社

10:40～11:00 角木 第一共同調理場

11:10～11:30 小祝 グループホーム小祝

13:10～13:40 如水A 如水小学校

13:50～14:10 如水B ややま園　如水

14:20～14:40 大悟法 県営大悟法団地

14:50～15:10 榊原 榊原集会所

15:20～15:40 大幡 大幡コミュニティーセンター

15:45～16:05 大幡B 清浄園

16:15～16:35 金手 慶応アカデミー

移動図書館車カレンダー
数字 Ａコース

日 月 火 水 木 金 土
1 2 数字 Ｂコース

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 数字 休み

17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
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　駐車地　Ａコース 駐車地　Ｂコース

月

10:10～10:30 牛神 ガーデンヴィラおぐす

10:40～11:00 東浜 東浜ゲートボール駐車場

11:10～11:30 中央 燦燦館中央

12:50～13:20 鶴居Ａ 鶴居小学校

13:40～14:00 上万田 上万田団地

14:10～14:30 黒水 黒水生活改善センター

14:40～15:00 永添A いずみの園

15:10～15:30 古城 古城公務員住宅

15:40～16:00 鶴居 鶴居コミュニティーセンター

16:10～16:30 沖代 沖代公民館

水

10:25～10:45 三保 三保交流センター

11:00～11:20 一ツ松 東九州短大付属幼稚園

13:00～13:30 和田Ａ 和田小学校

13:40～14:00 諸田 諸田憩の家

14:10～14:30 犬丸A なのみ台団地

14:40～15:00 北原 北原地区生活改善センター

15:10～15:30 如水 如水コミュニティーセンター

15:40～16:00 下池永 雇用促進住宅

16:10～16:30 小楠 小楠コミュニティーセンター

木

10:15～10:35 下万田 下万田団地

10:45～11:05 五領 五領住宅

11:10～11:30 高瀬 鶴居文化センター

13:10～13:40 今津A 今津小学校

13:50～14:10 鍋島 鍋島拠点施設

14:20～14:40 今津C 今津区集会所

14:50～15:10 今津B 今津神事場

15:20～15:40 今津 今津コミュニティーセンター

15:50～16:10 和田 和田公民館

金

10:10～10:30 大塚 八社神社

10:40～11:00 角木 第一共同調理場

11:10～11:30 小祝 グループホーム小祝

13:10～13:40 大幡Ａ 大幡小学校

13:50～14:10 大貞 ややま園　大貞

14:20～14:40 永添B 悠久の里

14:50～15:10 榊原 榊原集会所

15:20～15:40 大幡 大幡コミュニティーセンター

15:45～16:05 大幡B 清浄園

16:15～16:35 金手 慶応アカデミー

2月 【代表】小幡記念図書館

〒871-0056 中津市1366番地1（片端町）

℡：0979-22-0679/Fax：0979-24-3516

◇メールアドレス：tosyokan@city.nakatsu.lg.jp

◇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 4/1 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



新着本　（毎週 約２００冊。木曜日or金曜日に配本します。）
著　者（出版社） 分類番号 分類番号

橋本　倫史／著 291.0 K 159

藤本　なおよ／著 596 K 210

中野　京子／著 723 K 480

畠中　恵／著 913.6 K 913

石田　衣良／著 913.6 K 933

曽野　綾子／著 914.6 KE

　　「忍たま乱太郎の宇宙大冒険　火星の段・宇宙のはじまりの段」「メアリと魔女の花」「三度目の殺人」

　　「君の膵臓を食べたい」「ラ・ラ・ランド」「3月のライオン　前編・後編」の7点です。

　　3月下旬からの貸出予定です。

順位 分類番号 予約数 冊数

1  一切なりゆき 778.2 28 4

2  昨日がなければ明日もない 913.6 24 6

3  宝島 913.6 23 6

4  沈黙のパレード 913.6 19 6

5  本と鍵の季節 913.6 14 4

　源氏物語を読む会（※会場は研修室or視聴覚室）

　日時：3月7日(木）　13：30～15：30

 図書館上映会 　内容：原文を声に出して読み、平安時代の社会、

　日時：3月2日（土）、16日（土）、23日（土）、30日（土） 　風習の解説を加えて千年の時を経ても人間の思いの

　　　　　14: 00 ～ 　変わらないことを登場人物を通して知る。

　（内容） 　本と映像に親しむ会
　  2日（児童）…「ぴったんこ！！ねこざかな　6」 　日時：3月7日(木）　14:00～17:00

 　16日（名作）…「旅立ちの島唄」 　内容：「詩」と「絵本」について語ろう 

 　23日（一般）…「綾小路きみまろ

　　　　爆笑！最新ライブセレクション」 　あかちゃんタイム

　 30日（児童）…「おしりたんてい　1」 　赤ちゃんや小さなお子さんといっしょに、

　 　9日は版画教室のため図書館上映会はお休みです。　ぜひ図書館にご来館ください！

　古文書を読む市民講座 　☆日時：3月20日（水）（毎月第3水曜日）

　　　　　 　 10：30 ～ 12：30　

 おはなし会  赤ちゃんおはなし会

　日時：3月4日、11日、18日、25日（毎週月曜日） 　☆日時：3月20日（水）（毎月第3水曜日）

　　 　 　 11: 00 ～ 11: 30 　　 　 　 11: 00 ～ 11: 30 

　内容：就学前のこどもに、絵本や紙芝居の読み 　☆対象：０歳児

　聞かせ、手遊びなど、親子で楽しい一時を！ 　☆内容：赤ちゃん向け絵本の読み聞かせや紹介、

 ※祝日開館の月曜日は、おはなし会はお休みです。 　わらべ歌あそびなど赤ちゃんのためのお話会です。
　　　　　　

東野　圭吾

書　　　　　　名

‐　１　‐

米澤　穂信

（2019年2月22日現在）

真藤　順丈

３月はお休みです

著　　者

樹木　希林

宮部　みゆき

 かわたれどき  怪談5分間の恐怖 つきまとう本 中村　まさみ／著

 死生論  とりになったきょうりゅうのはなし 大島　英太郎／作

 不死鳥少年 エリック・カーン・ゲイル／作 魔法使いマーリンの犬

 長州ファイブ 三宅　紹宣／監修

 運命の絵  未確認生物大図鑑 山口　敏太郎／著

 いいことずくめの水煮缶レシピ

（2019年2月22日現在）

　書　　　名　　　（一般） 　　書　　　名　　　（児童） 著　者（出版社）

 ドライブイン探訪  きみを変える50の名言 佐久間　博／文



～春の展示がはじまります!!～

～お知らせ～　「アートスペース中津」3月の展示

3月6日(水)～18日(月)　なかつプレーパーク「ネイチャークラフト展」

3月20日(水)～31日(日)　精華学園高校デザイン科＆こまど作品展

　段々と気温もあがり、春本番まであと少しですね。図書館研修室で開催した地域連携展
「おおいた美術散歩」には、多くの来場者の方にお越しいただき、誠にありがとうございま
した。さて、お隣木村記念美術館では、冬から春へと常設展の展示替えを行います。「春の
常設展」は、平成31年3月2日(土)からの開催です。この常設展では、ひなまつりに合わせ雛
人形飾りを展示します。美しく愛らしい雛飾りを、是非お楽しみください!!雛飾りは3月末ま
での展示となります。
　また、先月に今年度の最終回を実施した「美術鑑賞講座」は、平成31年度の受講生を募集
しています。詳細はチラシやホームページをご覧ください。

- ２ -

❁ 今月の『司書が選んだ一冊』❁

　 今月は、様々なとらえ方・遊び方・感じ方ができる、“ことば”をテーマにした絵本をご紹介します✨

❁ 今月の『絵本作家さん』❁

❁今月のテーマ❁  奥深い“ことば”の絵本

春のおとずれを教えてくれる一羽

の小鳥。夏の海辺でたべるしょっ

ぱいピーナッツバターサンド。秋

の風を感じて急に恋しくなるセー

ター‥。はる・なつ・あき・ふゆ、

なんでもない毎日の中にある一瞬

のきらめきをまっすぐに見つめた

詩をおさめた絵本です。

ママと二人で、新しい家に引っ越

してきたカロ。壁も天井もドアも、

全部真っ白な家でカロはひとり

ぼっちでした。新しい家になじめ

ないカロは、白い壁にライオンを

見つけて…。勇気を出して自立し

ていく子の小さな一歩を応援して

くれるお話。

◆コメント◆

シックであたたかい表紙に魅かれて手に取りました。

不安な気持ちでいっぱいの女の子に、急かさずにそっと

寄り添うライオンさんがとても素敵です。子どもも大人

も、やさしい気持ちになれる絵本です。

『だいすきライオンさん』
ジム・ヘルモア/文 フレーベル館

『ぎょうれつのできるレストラン』

教育画劇

🍓 ふくざわ ゆみこ さん

『モモンガのはいたつやさん』シリーズなど

🍓 高畠 那生 さん

◆ 作品の一例◆

『カエルのおでかけ』など

『はるなつあきふゆの詩』
ジュリー・フォリアーノ/詩 偕成社

『ぼくはフクロウ』
フィリップ・バンティング/文 BL出版

ふくろうのポーのおうちは木のてっ

ぺんにあるレストラン。でもポーは

小さいので料理をさせてもらえませ

ん。ある日、木から落ちてしまった

ポーは、料理の下手なモグラさんに

出会いました。ポーはモグラさんの

代わりにおいものレストランで料理

をすることに…。

ぼくはフクロウ。キュートなフクロ

ウ。めずらしいフクロウ。イカスダ

ロウ？一本の枝にとまっているフク

ロウが七変化！韻を踏んだ言葉遊び

が楽しい絵本です。可愛い絵と、ゆ

るくて笑える木坂涼さんの訳が絶妙

のコンビネーション。オーストラリ

アの大注目新人の初作品です。

うた

ぶっくとーく



※A・B各コースは、隔週で運行します。
(移動図書館カレンダーでご確認ください)

曜日 予定時間 予定時間

10:10～10:30 牛神 ガーデンヴィラおぐす

10:40～11:00 東浜 東浜ゲートボール駐車場

11:10～11:30 中央 燦燦館中央

13:05～13:35 沖代A 沖代小学校

13:40～14:00 上万田 上万田団地

14:10～14:30 豊寿園 豊寿園

14:40～15:00 永添A いずみの園

15:10～15:30 古城 古城公務員住宅

15:40～16:00 鶴居 鶴居コミュニティーセンター

16:10～16:30 沖代 沖代公民館

10:25～10:45 三保 三保交流センター

11:00～11:20 宮夫B 玄々堂

13:00～13:30 小楠Ａ 小楠小学校

13:40～14:00 宮夫A 深町団地

14:10～14:30 是則 東中津駅

14:40～15:00 上如水 燦燦館東なかつ

15:10～15:30 如水 如水コミュニティーセンター

15:40～16:00 下池永 雇用促進住宅

16:10～16:30 小楠 小楠コミュニティーセンター

10:15～10:35 下万田 下万田団地

10:45～11:05 五領 五領住宅

11:10～11:30 高瀬 鶴居文化センター

13:10～13:40 三保Ａ 三保小学校

13:50～14:10 犬丸 犬丸集会所

14:20～14:40 野依 野依集会所

14:50～15:10 植野 植野公民館

15:20～15:40 今津 今津コミュニティーセンター

15:50～16:10 和田 和田公民館

10:10～10:30 大塚 八社神社

10:40～11:00 角木 第一共同調理場

11:10～11:30 小祝 グループホーム小祝

13:10～13:40 如水A 如水小学校

13:50～14:10 如水B ややま園　如水

14:20～14:40 大悟法 県営大悟法団地

14:50～15:10 榊原 榊原集会所

15:20～15:40 大幡 大幡コミュニティーセンター

15:45～16:05 大幡B 清浄園

16:15～16:35 金手 慶応アカデミー

移動図書館車カレンダー
数字 Ａコース

日 月 火 水 木 金 土
1 2 数字 Ｂコース

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 数字 休み

17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 - 3 -

　駐車地　Ａコース 駐車地　Ｂコース

月

10:10～10:30 牛神 ガーデンヴィラおぐす

10:40～11:00 東浜 東浜ゲートボール駐車場

11:10～11:30 中央 燦燦館中央

12:50～13:20 鶴居Ａ 鶴居小学校

13:40～14:00 上万田 上万田団地

14:10～14:30 黒水 黒水生活改善センター

14:40～15:00 永添A いずみの園

15:10～15:30 古城 古城公務員住宅

15:40～16:00 鶴居 鶴居コミュニティーセンター

16:10～16:30 沖代 沖代公民館

水

10:25～10:45 三保 三保交流センター

11:00～11:20 一ツ松 東九州短大付属幼稚園

13:00～13:30 和田Ａ 和田小学校

13:40～14:00 諸田 諸田憩の家

14:10～14:30 犬丸A なのみ台団地

14:40～15:00 北原 北原地区生活改善センター

15:10～15:30 如水 如水コミュニティーセンター

15:40～16:00 下池永 雇用促進住宅

16:10～16:30 小楠 小楠コミュニティーセンター

木

10:15～10:35 下万田 下万田団地

10:45～11:05 五領 五領住宅

11:10～11:30 高瀬 鶴居文化センター

13:10～13:40 今津A 今津小学校

13:50～14:10 鍋島 鍋島拠点施設

14:20～14:40 今津C 今津区集会所

14:50～15:10 今津B 今津神事場

15:20～15:40 今津 今津コミュニティーセンター

15:50～16:10 和田 和田公民館

金

10:10～10:30 大塚 八社神社

10:40～11:00 角木 第一共同調理場

11:10～11:30 小祝 グループホーム小祝

13:10～13:40 大幡Ａ 大幡小学校

13:50～14:10 大貞 ややま園　大貞

14:20～14:40 永添B 悠久の里

14:50～15:10 榊原 榊原集会所

15:20～15:40 大幡 大幡コミュニティーセンター

15:45～16:05 大幡B 清浄園

16:15～16:35 金手 慶応アカデミー

3月 【代表】小幡記念図書館

〒871-0056 中津市1366番地1（片端町）

℡：0979-22-0679/Fax：0979-24-3516

◇メールアドレス：tosyokan@city.nakatsu.lg.jp

◇ホームページ： https://libwebsv.city-nakatsu.jp/


