本耶馬渓図書館だより

Ｎｏ．５３（２０２０.４）

入学・入園など新生活を迎えられたみなさん、おめでとうございます！
しかし、新生活で慣れない毎日、慌ただしく過ごしているうちに疲れがたまっ
ているかも？そんな時こそぜひ図書館へ！小説だけでなく、写真がメインの
本や漫画、雑誌やDVDも置いています。本は10冊・雑誌とDVDはそれぞれ
5点まで貸出できます。いろいろ借りて、ちょっと時間がある時に、パラパラ
本をめくって息抜きしませんか？みなさまのご来館をお待ちしています！

新しい雑誌が仲間入りしました！
先月号でもお知らせしたように、4月号から本耶馬渓に新しい雑誌が入りました！そこで今月
はその中のいくつかを詳しくご紹介します。雑誌は写真も多くてちょっとヒマな時にパラパラ見
るのにおすすめ。ちょっと新しくなった本耶馬渓の雑誌ラインナップをよろしくお願いします。

『かぞくのじかん』 季刊誌/育児
いい時も大変な時もある子どもとの毎日。イライラすることもあるけれど、みんなで楽
しいことや知恵を分け合って「やさしさ」「うれしさ」を集めたい。そんな思いのもと、
日々の子育てが前向きになれる情報がたくさん！読むと心が軽く明るくなれる雑誌です。

『Ｄａｎｃｙｕ（ダンチュウ）』 月刊誌/料理
思わず「宝石箱や～💛」と言いたくなる雑誌です！食にこだわり、材料を厳選し、手間
ひまをかけて・・・。東京などの都会の名店も紹介し、なかなかマネはできなくても
見ているだけで心もお腹も満たされることまちがいなしです！

『&premium（アンドプレミアム）』 月刊誌/女性誌
「あなたの日常にちょっと良いものをプラスしてみませんか？」日々を心地よく豊かに
暮らしている色んなかたの「ちょっと良いもの」を紹介しています。きっと毎日が楽しく
なるはず！

🌼ほかにも『野菜だより』（園芸）『ＣＯＴＴＯＮ ＴＩＭＥ』（手芸）が仲間入りです🌼
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♪４月のカレンダー♪
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★開館時間
…１０：００～１８：００
★日・祝も6時まで開館しています。
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あたらしい本

毎週木曜日に新刊が入ります。いくつかご紹介します！

♪おとなの本♪（数字は背ラベルの番号です）

♪こどもの本♪（数字は背ラベルの番号です）

『「自分」を生きる』/159.6
『小学生のノート術』/379.9
『戦国、まずい飯！』/383.8
『チルチンびと』/520.6
『みずひき』/594.9
『サイクリングごはん』/596.0
『魔法のてぬきおやつ』/596.6
『マンガでわかる落語』/779.1
『おうち筋トレの本』/780.7

『プログラミング教室』 /K007
『恐竜キングダム12』/K457
『カワイイ宝石ずかん』/K459
『はたらくじどうしゃ1～4』/K537
『ハートウッドホテル4』/K933
『にくのくに』/KE
『オニガシマラソン』/KE
『ノブーナガ』/KE
『はじめくんがっこうへいく』/KE

4月のおすすめえほん

あたたかくなってきたので「おでかけ」のおはなしです。

『モリくんのいちごカー』
かんべ あやこ

『ノラネコぐんだんきしゃぽっぽ』
工藤 ノリコ

こうもりのモリくんと、かえるくん、ね
ずみのきょうだい、きつねさんは、いち
ごでつくった「いちごカー」にのって
「はるさがしゲーム」にしゅっぱつ！じ
つは、モリくんたちはきつねさんにない
しょで「きつねさんのおたんじょうびか
い」のじゅんびもすすめているのです。
でも、きつねさんはみんなのようすがお
かしいことにきがついて・・・。

ノラネコぐんだんが、ワンワンちゃんのき
しゃぽっぽをみつめています。なんと、ワ
ンワンちゃんがめをはなしたすきに、ノラ
ネコぐんだんがきしゃぽっぽにのって
しゅっぱつしてしまったのです！ワンワン
ちゃんはおいかけますが、なかなかおいつ
きません。はたして、ワンワンちゃんとノ
ラネコぐんだんときしゃぽっぽはどうなっ
てしまうのでしょうか？

移動図書館運行表：祝日・5週目は運休します。
曜日
第１月曜
第３月曜
4/6
4/20
第２月曜
第４月曜
4/13
4/27

地区
樋田

樋田

駐車地
上浜田住宅
麻野屋商店前
屋形郵便局前
下屋形恵良
冠石野お堂の前
多志田ゲートボール場前
中島バス停前
クワバラ理容店付近
八千代保育園
兎洞電気
下曽木市営住宅
洞門の郷

予定時間
１０：２０～１０：３０
１０：４０～１０：５５
１１：００～１１：１０
１１：２０～１１：３０
１０：３０～１０：４０
１０：４５～１０：５５
１１：００～１１：１０
１１：１５～１１：３０
１３：３０～１３：４５
１３：５０～１４：００
１４：０５～１４：１５
１４：２０～１４：３５

曜日
第１水曜
第３水曜

地区
上津

4/15

第２水曜
第４水曜

東谷

4/8
4/22
樋田
西谷

発行：本耶馬渓図書館（52-3033 本耶馬渓公民館１階）

駐車地
かえで
あんず
万千百園
羅漢下組
上津小学校
高齢者福祉センター
御祖神社前
折元神社
生活支援ハウス本耶馬渓
東谷つばき地区
大田商店前
東谷地区老人憩いの家
小野商店前
樋田小学校
西谷温泉下

予定時間
１０：１５～１０：２５
１０：３０～１０：４５
１０：５０～１１：０５
１１：１０～１１：２０
１１：２５～１１：３５
１３：００～１３：４０
１３：４５～１４：００
１４：０５～１４：２０
１４：３０～１４：４０
１４：５０～１５：０５
１０：４０～１０：５５
１１：００～１１：１０
１１：１５～１１：２５
１１：３０～１１：４０
１３：００～１３：４０
１４：００～１４：１５

西谷郵便局前

１４：２０～１４：３０

桧木地区
平原地区
下筈林道入口

１４：３５～１４：４５
１４：５０～１５：００
１５：０５～１５：２０

JA中津下毛農協裏（倉庫前）

本耶馬渓図書館だより

Ｎｏ．５４（２０２０.５）

3月・４月と休館が続き、利用者の皆様には大変ご迷惑をおかけし
ております。「本がないと寂しい」「早く開けてほしい」とのお声
をたくさんいただき、図書館がどれほど多くの利用者に支えられて
いるかを改めて実感しました。お休みのあいだ、新刊本もたくさん
入っておりますので、是非借りにきてくださいね。皆様のご来館を
お待ちしています。

閉館中にこんな新刊が入りました。
２ヶ月の閉館中にも新刊が入荷していました。本たちも利用者の方に借りら
れるのを待っています。予約もできますので、是非ご利用ください！

あのたかぎなおこ
さんがママに！

「大人」の逸品を
ご紹介

「気持ちを伝える贈りもの」 「おかあさんライフ。」
後藤 由紀子／著

「流人道中記」上・下 「小さな平屋。」

たかぎ なおこ／著

うん。これはむず
かしい！

「うんこなぞなぞ
1ねんせい」

素敵な暮らしの
ヒントが満載！

武士・青山玄蕃
の道中記

浅田 次郎／著

「おしりたんてい」
作者の最新刊！

「オニガシマラソン」
トロル／さく・え

「十年屋」シリーズの人
気キャラ、テンの物語。

「いろどり屋」
廣嶋 玲子／作

新しいDVDが入りました！
日
3
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♪5月のカレンダー♪
月 火 水 木 金
1
4
5
6
7
8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29
6/1 2
3
4
5

土
2
9
16
23
30
6

★開館時間
…１０：００～１８：００
★コロナウィルスの関係により、日程が
変更になる場合があります。

<大人向け>
・そらのレストラン ・おしい刑事 1～2
・となりのかいぶつくん ・ねことじいちゃん
<子ども向け>
・かみさまみならいヒミツのここたま
・ルパンレンジャーVSパトレンジャー
VSキュウレンジャー
・ちいさなプリンセスソフィア あたらしいドレス

・ちびまる子ちゃん 1～2
・恐竜超世界 第１集～第２集

あたらしい本

毎週木曜日に新刊が入ります。いくつかご紹介します！

♪おとなの本♪（数字は背ラベルの番号です）

♪こどもの本♪（数字は背ラベルの番号です）

『九州の100冊』/019.9
『耳鳴り・めまい・難聴最高の治し方』
/496.6
『やめる家事』/590
『ベテラン店長がおしえる、きものラク
チン着付け術』/593.8
『知っておきたい!手書きの常識』/728
『透明な夜の香り』/913.6
『できない男』/913.6

『天使と悪魔の心理テスト』 /K140
『浅井長政』/K289
『かんたん!かわいい!はじめての手芸
[1]～[3]』/K750
『サンリオキャラクターズひみつずかん』
/K726
『えんそくのおばけずかん』/K913
『活版印刷三日月堂』/K913
『かなへび』/KE

5月のおすすめえほん

「もぐら」の絵本です

『ちかてつもぐらごう』
大森 裕子／作

『もぐらのいえ』

きょうは、「ちかてつもぐらごうでいくつち
のしたツアー」のひ。いろいろなどうぶつが、
えきにあつまってきました。ちかてつもぐら
ごうにのって、しゅっぱーつしんこう!おべん
とうをたべたり、はたけのやさいをしゅうか
くしたり、つちのしたのかせきをみたり。
しゅうてんの
「おんせんよこちょう」に
ちかづくと、でんしゃが
ゆれはじめ…。

ぼくは、もぐらのおとうさん。きょうはおかあ
さんのたんじょうび。かぞくそろってパー
ティーをするんだ。これからへやをまわって、
パーティーにつかうものをとりにいかなくちゃ。
まずはリビング。おかあさんのおきにいりの
ポットはどこかな?パーティーでわたすはなた
ばは、こどもべやにあるはずだけど…。
さがしえで、
おうちたんけんしよう!

松屋 真由子／作

移動図書館運行表：祝日・5週目は運休します。
曜日
第１月曜
第３月曜
5/18
第２月曜
第４月曜
5/11
5/25

地区
樋田

樋田

駐車地
上浜田住宅
麻野屋商店前
屋形郵便局前
下屋形恵良
冠石野お堂の前
多志田ゲートボール場前
中島バス停前
クワバラ理容店付近
八千代保育園
兎洞電気
下曽木市営住宅
洞門の郷

予定時間
１０：２０～１０：３０
１０：４０～１０：５５
１１：００～１１：１０
１１：２０～１１：３０
１０：３０～１０：４０
１０：４５～１０：５５
１１：００～１１：１０
１１：１５～１１：３０
１３：３０～１３：４５
１３：５０～１４：００
１４：０５～１４：１５
１４：２０～１４：３５

※コロナウィルスの関係により、日程が変更
になる場合があります。

発行：本耶馬渓図書館（52-3033 本耶馬渓公民館１階）

曜日
第１水曜
第３水曜

地区
上津

5/20

第２水曜
第４水曜

東谷

5/13
5/27
樋田
西谷

駐車地
かえで
あんず
万千百園
羅漢下組
上津小学校
高齢者福祉センター
御祖神社前
折元神社
生活支援ハウス本耶馬渓
東谷つばき地区
大田商店前
東谷地区老人憩いの家
小野商店前
樋田小学校
西谷温泉下

予定時間
１０：１５～１０：２５
１０：３０～１０：４５
１０：５０～１１：０５
１１：１０～１１：２０
１１：２５～１１：３５
１３：００～１３：４０
１３：４５～１４：００
１４：０５～１４：２０
１４：３０～１４：４０
１４：５０～１５：０５
１０：４０～１０：５５
１１：００～１１：１０
１１：１５～１１：２５
１１：３０～１１：４０
１３：００～１３：４０
１４：００～１４：１５

西谷郵便局前

１４：２０～１４：３０

桧木地区
平原地区
下筈林道入口

１４：３５～１４：４５
１４：５０～１５：００
１５：０５～１５：２０

JA中津下毛農協裏（倉庫前）

本耶馬渓図書館だより

Ｎｏ．５５（２０２０.６）

長らくの閉館により、利用者の皆様には大変ご迷惑をおかけしました。
５月１１日より予約本のみの貸出を開始し、変わらぬ皆様の笑顔がと
てもうれしかったです。そして、６月１日（月）から、時間を１６時
３０分までとさせていただきますが、通常開館となります。図書館が
また賑やかになることを願いつつ、皆様のご来館をお待ちしておりま
す。

梅雨の時期に入り、お家の中で過ごすことが増えるのではないでしょうか。
雨で外出が出来なくても、お家の中で、旅気分を味わってみませんか？

「世界で一番寒い街に
行ってきた」
まえだ なをこ／著
（コミックエッセイ）

日
7
14
21
28

「九州の100冊」
西日本新聞「九州の
100冊」取材班／著
（ブックガイド）

♪6月のカレンダー♪
月 火 水 木 金
1
2
3
4
5
8
9 10 11 12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26
29 30 7/1 2
3

土
6
13
20
27
4

★開館時間
…１０：００～１６：３０
★コロナウィルスの関係により、日程が
変更になる場合があります。

「旅ごはん」

「ぐでたまさんぽ」

小川 糸／著
（ぐでたまファンブック）
（エッセイ集）

🌼6/1（月）
図書整理日のため休館となっていましたが、
開館いたします。

🌼7/1（水）
図書整理日のため休館いたします。
お間違えのないよう、お気をつけてお越しくだ
さい。

あたらしい本

毎週木曜日に新刊が入ります。いくつかご紹介します！

♪おとなの本♪（数字は背ラベルの番号です）

♪こどもの本♪（数字は背ラベルの番号です）

『アタックPTA』/374.6
『みんなある！相談しづらい受診しづら
い体のお悩みを！』/492
『暮らしの中に終わりと始まりをつく
る』
/590.4
『もっとお得にきっぷを買うアドバイス
50』/686.5
『輪舞曲（ロンド）』/913.6

『小学生の究極の自学ノート図鑑』
/K375
『妖怪最強王図鑑』/K388
『どっちがオス？どっちがメス？』
/K481
『1％ 15』/K913
『やがらす魔道具店と黒い結末』/K913
『でんにゃ』/KE
『はなくそだいピンチ！』/KE

6月のおすすめえほん

「でんしゃ」の絵本です

『いろんなでんしゃはっしゃしまーす』
岡本雄司／作

『にじいろでんしゃはっしゃしまーす』
間瀬なおかた／作

でんしゃがだいすきなおとこのこ。きょうは、
かっこいいきいろいでんしゃにのって、みん
なであそびにいきます。にちようびは、おと
うさんといっしょに、でんしゃをみっつもの
りかえて、うみへいきます。まちでは、つう
きんでんしゃにとっきゅうでんしゃ、いろん
なでんしゃがはしっていて…。

きょうはあめ。おへやでおえかきをしていたら、
そとのテラスに、にじいろでんしゃがやってき
ました。みんなでのると、でんしゃはそらをは
しって、おはなばたけのトンネルにはいってい
きました。トンネルをぬけるとうみのなか。お
おきなさめが、ちかよってきて…。あなのあい
たトンネルをぬけていく、しかけえほんです。

移動図書館運行表：祝日・5週目は運休します。
曜日
第１月曜
第３月曜
6/15
第２月曜
第４月曜
6/8
6/22

地区
樋田

樋田

駐車地
上浜田住宅
麻野屋商店前
屋形郵便局前
下屋形恵良
冠石野お堂の前
多志田ゲートボール場前
中島バス停前
クワバラ理容店付近
八千代保育園
兎洞電気
下曽木市営住宅
洞門の郷

予定時間
１０：２０～１０：３０
１０：４０～１０：５５
１１：００～１１：１０
１１：２０～１１：３０
１０：３０～１０：４０
１０：４５～１０：５５
１１：００～１１：１０
１１：１５～１１：３０
１３：３０～１３：４５
１３：５０～１４：００
１４：０５～１４：１５
１４：２０～１４：３５

曜日
第１水曜
第３水曜

地区
上津

6/3
6/17

第２水曜
第４水曜

東谷

6/10
6/24
樋田
西谷

発行：本耶馬渓図書館（52-3033 本耶馬渓公民館１階）

駐車地
かえで
あんず
万千百園
羅漢下組
上津小学校
高齢者福祉センター
御祖神社前
折元神社
生活支援ハウス本耶馬渓
東谷つばき地区
大田商店前
東谷地区老人憩いの家
小野商店前
樋田小学校
西谷温泉下

予定時間
１０：１５～１０：２５
１０：３０～１０：４５
１０：５０～１１：０５
１１：１０～１１：２０
１１：２５～１１：３５
１３：００～１３：４０
１３：４５～１４：００
１４：０５～１４：２０
１４：３０～１４：４０
１４：５０～１５：０５
１０：４０～１０：５５
１１：００～１１：１０
１１：１５～１１：２５
１１：３０～１１：４０
１３：００～１３：４０
１４：００～１４：１５

西谷郵便局前

１４：２０～１４：３０

桧木地区
平原地区
下筈林道入口

１４：３５～１４：４５
１４：５０～１５：００
１５：０５～１５：２０

JA中津下毛農協裏（倉庫前）

本耶馬渓図書館だより

Ｎｏ．５6（２０２０.7）

ようやく外出できる…と思ったらあっという間に本格的な夏になりました。
マスクを着用しながらの行動は本当に暑いですよね。今年はコロナの関係
で夏休みが短くなる学校や企業が多いようなので、水分補給、そして適度
にマスクを外すなど、例年以上に健康管理に気をつけてくださいね。図書
館では短い期間ではありますが体験教室などのイベントを開催しますので、
是非遊びにきてくださいね。皆様のご来館をお待ちしております。

🌺冷た～い！スイーツ
やっぱり夏は冷たい飲み物！美味しい飲み物＆スイーツの本を
集めました。是非ご一読ください。

「フローズン
ドリンク教本」

「純喫茶レシピ」
「アイスドリンク&
フローズンドリンク」

高山 かづえ／著

根岸 清／著

「台湾スイーツ
レシピブック」
若山 曜子／著

「SUMMER DESSERT
夏こそ食べたい極上
デザート」
ムラヨシ マサユキ／著

🌼7/1（月）.7/31（金）
日
5
12
19
26

♪7月のカレンダー♪
月 火 水 木 金
1
2
3
6
7
8
9 10
13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28 29 30 31

図書整理日のため休館いたします。

土
4
11
18
25

★開館時間
…１０：００～１６：３０
★コロナウィルスの関係により、日程が
変更になる場合があります。

🌼7月に予定しておりました雑誌無料配布は
延期させていただきます。

🌼夏休みイベント「フィルムコーティング体
験教室」「本のカバーでバッグ作り体験」参
加者募集！詳しくは本耶馬渓図書館までお問
い合わせください。

あたらしい本

毎週木曜日に新刊が入ります。いくつかご紹介します！

♪おとなの本♪（数字は背ラベルの番号です）

♪こどもの本♪（数字は背ラベルの番号です）

『Zoomはじめました』/007.3
『女帝小池百合子』/289.1
『12歳の少女が見つけたお金のしくみ』
/331
『みきママの100楽レシピ』/596
『はじめての狩猟バイブル』/ 659
『絵本のようにめくる世界遺産の物語』/
659

『実験対決 34』/Ｋ407
『世界すご！ペディア』/Ｋ290
『昆虫クンのいちばん虫ずかん』/Ｋ486
『忍者大図鑑』/Ｋ789
『ウルトラマンとぼくらVS.怪獣ぐんだ
ん』/ＫＥ
『オニのふろめぐり』/ＫＥ
『本好きの下剋上 第1部[4]』/Ｋ913
『セイギのミカタ』/Ｋ913

7月のおすすめえほん

「パンツおとしましたよ！」の絵本です

『パンツはながれる 』

『だれのパンツ? 』

林 正博／文
きょうも、おばあさんは、川にせんたくにい
きました。ところがそのかえり道、おじいさ
んのパンツを川におとしてしまいました。パ
ンツは、すいすいと、川をながれていき、お
ばあさんは、パンツのあとをおいかけます。
とおりかかった自転車(じてんしゃ)や
パトカーにのせてもらって、ひっしに
おいかけますが…。

シゲリ カツヒコ／作
だんちのまえにあるこうえんであそんでいた
タロウ。すると、あたまのうえに、おおきな
パンツがおちてきた!だんちのひとがおとした
のかな?タロウはパンツをもちぬしにとどけ
ようと、だんちのじゅうにんたちをたずねま
すが、そこにすんでいたのは、とうぎゅうし
にゴリラに、カメレオン、おばけに、おに
…!?パンツのもちぬしはだれだ!?

移動図書館運行表：祝日・5週目は運休します。
曜日
第１月曜
第３月曜
7/6
7/20
第２月曜
第４月曜
7/13
7/27

地区
樋田

樋田

駐車地
上浜田住宅
麻野屋商店前
屋形郵便局前
下屋形恵良
冠石野お堂の前
多志田ゲートボール場前
中島バス停前
クワバラ理容店付近
八千代保育園
兎洞電気
下曽木市営住宅
洞門の郷

予定時間
１０：２０～１０：３０
１０：４０～１０：５５
１１：００～１１：１０
１１：２０～１１：３０
１０：３０～１０：４０
１０：４５～１０：５５
１１：００～１１：１０
１１：１５～１１：３０
１３：３０～１３：４５
１３：５０～１４：００
１４：０５～１４：１５
１４：２０～１４：３５

曜日
第１水曜
第３水曜

地区
上津

7/15

第２水曜
第４水曜

東谷

7/8
7/22
樋田
西谷

発行：本耶馬渓図書館（52-3033 本耶馬渓公民館１階）

駐車地
かえで
あんず
万千百園
羅漢下組
上津小学校
高齢者福祉センター
御祖神社前
折元神社
生活支援ハウス本耶馬渓
東谷つばき地区
大田商店前
東谷地区老人憩いの家
小野商店前
樋田小学校
西谷温泉下

予定時間
１０：１５～１０：２５
１０：３０～１０：４５
１０：５０～１１：０５
１１：１０～１１：２０
１１：２５～１１：３５
１３：００～１３：４０
１３：４５～１４：００
１４：０５～１４：２０
１４：３０～１４：４０
１４：５０～１５：０５
１０：４０～１０：５５
１１：００～１１：１０
１１：１５～１１：２５
１１：３０～１１：４０
１３：００～１３：４０
１４：００～１４：１５

西谷郵便局前

１４：２０～１４：３０

桧木地区
平原地区
下筈林道入口

１４：３５～１４：４５
１４：５０～１５：００
１５：０５～１５：２０

JA中津下毛農協裏（倉庫前）

本耶馬渓図書館だより

Ｎｏ．５７（２０２０.8）

暑い日々が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか？今年は、短い夏
休みです。休み期間中に家族と一緒に読む本や休みの時にたくさん読みたい
本、取り組みたいこと、また宿題や課題をするために必要な本は、図書館に
はたくさんあります。参考にしてみてください。短い期間ですが、本耶馬渓
ではイベントを開催したいと思っています。たくさんのご来館をお待ちして
います。

ひんやり、ひやっと…
暑い夏だからこそ、怖い話を読んで涼しくなってみるのはどうでしょうか？
世界の怖いのも
いかがですか？

面白コミッ
クエッセイ

「やねうらべやの
おばけ」

「ゴーストハント
1」

しおたに まみこ／作

小野 不由美／著

「事故物件芸人の
お部屋いって視る
んです!」

小野不由美さん
は、中津市出身
の方です。

クロネコの部屋／原作

おがた ちえ／著

日

♪8月のカレンダー♪
月 火 水 木 金

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

「ホンこわ!世界に
伝わる本当に怖い
話」

「ミステリー案内
人さんのコワイハ
ナシ」

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

野宮 麻未／著

🌼8/9（日）～
土
1
8
15
22
29

★開館時間
…１０：００～１7：0０
★コロナウィルスの関係により、日程が
変更になる場合があります。

夏休みイベントを開催します。なにがあるかは
来てからのお楽しみ♪是非遊びにきてください
ね。

🌼お盆期間中も開館していています。
🌼9/1（火）
図書整理日のため休館いたします。
お間違えのないよう、
お気をつけてお越しください。

あたらしい本

毎週木曜日に新刊が入ります。いくつかご紹介します！

♪こどもの本♪（数字は背ラベルの番号です）

♪おとなの本♪（数字は背ラベルの番号です）

『ピラミッドサバイバル １』/Ｋ242
『平安貴族嫉妬と寵愛の作法』/210.3
『ひざのねじれをとれば、ひざ痛は治る』 『うちにカブトガミがやってきた』/Ｋ485
『お菓子な自由研究』/Ｋ596
/494.7
『かいけつゾロリのレッドダイヤを
『捨てない暮らし』/590
さがせ！！』/Ｋ913
『犬の笑顔が見たいから』/645.6
『ミス・マープルの名探偵 予告殺人』
『消えたママ友』/726.1
/Ｋ933
『バーモンドの片隅に暮らす』/740.2
『あかいしろくま』/ＫＥ
『京大はんと甘いもん』/913.6
『カメレオンどろぼう・ドロン』/ＫＥ

8月のおすすめえほん

「かいじゅうとたたかう」の絵本です

『よなかかいじゅうイビキラス』

『ウルトラマンとぼくらVS.怪獣ぐんだん』

大串 ゆうじ／著
さいきん、ぼくはぐっすりとねむれません。
おとうさんがものすごいいびきをかくからで
す。もしかしたら、おとうさんのくちのなか
には、かいじゅうがすんでいて、よなかにな
ると、あばれだしているのかもしれません。
イビキラスとなづけたかいじゅうから、よる
のねむりのへいわをまもるため、ぼくは「す
いみんけいびたい」をつくり…。

山本 孝／作
あるひ、ほいくえんのせんせいのようすがお
かしくなり、こどもたちもわがままをしほう
だい。すると、かいじゅうたちがあらわれて、
たいへんなことに!ごみばこにすてられていた、
おもちゃのウルトラマンをみつけたリュウセ
イは、「わたしといっしょにかいじゅうをた
おそう!」というウルトラマンのことばととも
に、ひかりにつつまれ…。

移動図書館運行表：祝日・5週目は運休,夏休み中、樋田小・上津小はお休みします。
曜日
第１月曜
第３月曜
8/3
8/17
第２月曜
第４月曜
8/24

地区
樋田

樋田

駐車地
上浜田住宅
麻野屋商店前
屋形郵便局前
下屋形恵良
冠石野お堂の前
多志田ゲートボール場前
中島バス停前
クワバラ理容店付近
八千代保育園
兎洞電気
下曽木市営住宅
洞門の郷

予定時間
１０：２０～１０：３０
１０：４０～１０：５５
１１：００～１１：１０
１１：２０～１１：３０
１０：３０～１０：４０
１０：４５～１０：５５
１１：００～１１：１０
１１：１５～１１：３０
１３：３０～１３：４５
１３：５０～１４：００
１４：０５～１４：１５
１４：２０～１４：３５

曜日
第１水曜
第３水曜

地区
上津

8/5
8/19

第２水曜
第４水曜

東谷

8/12
8/26
樋田
西谷

発行：本耶馬渓図書館（52-3033 本耶馬渓公民館１階）

駐車地
かえで
あんず
万千百園
羅漢下組
上津小学校
高齢者福祉センター
御祖神社前
折元神社
生活支援ハウス本耶馬渓
東谷つばき地区
大田商店前
東谷地区老人憩いの家
小野商店前
樋田小学校
西谷温泉下

予定時間
１０：１５～１０：２５
１０：３０～１０：４５
１０：５０～１１：０５
１１：１０～１１：２０
１１：２５～１１：３５
１３：００～１３：４０
１３：４５～１４：００
１４：０５～１４：２０
１４：３０～１４：４０
１４：５０～１５：０５
１０：４０～１０：５５
１１：００～１１：１０
１１：１５～１１：２５
１１：３０～１１：４０
１３：００～１３：４０
１４：００～１４：１５

西谷郵便局前

１４：２０～１４：３０

桧木地区
平原地区
下筈林道入口

１４：３５～１４：４５
１４：５０～１５：００
１５：０５～１５：２０

JA中津下毛農協裏（倉庫前）

本耶馬渓図書館だより

Ｎｏ．５8（２０２０.9）

短い夏休みもあっという間に終わりましたね。皆様の夏の思い出を伺うと、
自宅で料理にチャレンジしたり、お庭でＢＢＱをしたりと、制限があるなか
でも工夫して楽しい夏を過ごされていたようですね。今年は40°を超える地
域もあり、暑さが年々増しています。マスクが手放せない生活が続きそうで
すので、９月に入っても熱中症対策を心掛けたいものです。感染症対策をし
つつ、今月も皆様のご来館をお待ちしております！

ママのコミックエッセイ
普段なかなか吐き出せない？「ママの本音」の本を集めました。夏休みが終
わってちょっと一段落したこの時期、是非ご一読ください！
「ありがとうって
「おしゃれなママ
言えたなら」
「消えたママ友」
っていわれたい!」

瀧波 ユカリ／著

野原 広子／著

あきば さやか／[作]

「母」になった
かつての「娘」へ

お役立ちテク
満載！

ラストに悲鳴！

届け！主婦の
叫び！

「主婦の給料、
5億円ほしー!!!」

「不器用な私が家族
を笑顔にする魔法の
レシピを作れるよう
になったわけ」

鳥谷 丁子／著

今日ご飯を作り
たくない人に！

奥田 和美／原作

日
6
13
20
27

♪9月のカレンダー♪
月 火 水 木 金
1
2
3
4
7
8
9 10 11
14 15 16 17 18
21 22 23 24 25
28 29 30

土
5
12
19
26

★開館時間
…１０：００～１7：0０
★コロナウィルスの関係により、日程が
変更になる場合があります。

🌼9/2（水）は館内整理日のため、
休館いたします。
🌼臨時休館のお知らせ
9/23（水）～9/30（水）はシステム更新・
曝書のため、全館臨時休館いたします。
※コロナの影響による休館日の
変更により、利用者の皆様には
大変ご迷惑をおかけいたします。
詳しくは図書館まで
お問い合わせください。

あたらしい本

毎週木曜日に新刊が入ります。いくつかご紹介します！

♪こどもの本♪（数字は背ラベルの番号です）

♪おとなの本♪（数字は背ラベルの番号です）

『水害の大研究』/Ｋ369
『コロナ後の世界』/304
『バトル・ブレイブスVS.凶暴オオカマキ
『生き物が大人になるまで』/461
リ』/Ｋ486
『枝元なほみのリアル朝ごはん』/596
『おひめさまおりがみ』/Ｋ798
『暮らしのまんなか vol.31』/597
『やばいことわざ』/Ｋ814
『メルカリ売り方の教科書』/673.3
『今日からときめきカメラ生活』/740.2 『リトル・バレリーナ 1』/Ｋ913
『おばけずかんクイズＢＯＯＫ』/Ｋ913
『光秀の選択』/913.6
『寂聴先生、コロナ時代の「私たちの生き 『恐竜の迷路』/ＫＥ
『ねこになっちゃった』/ＫＥ
方」教えてください!』/914.6

9月のおすすめえほん

「ユニークなうさぎ」の絵本です

『ドン・ウッサそらをとぶ』

『うんちっち 』

キューライス／著
ドン・ウッサは、ウサギのおおおやぶん。さん
わのこぶんをしたがえておさんぽしているとき、
「カモメさんのようにじゆうに
おおぞらをとんでみたい」と
いいだしました。おやぶん
おもいのこぶんたちは、それを
かなえてあげたいとおもいました。
こぶんたちは、おおきなゴムを
もってきて…

ステファニー・ブレイク／作
うさぎのこは、「うんちっち」という、たっ
たひとつのことばしかいえません。なにをい
われても「うんちっち」とこたえます。
あるひ、うさぎのこは、
オオカミにたべられてしまい
ました。するとオオカミは
「うんちっち」としか、いえ
なくなりました…

移動図書館運行表：祝日・5週目は運休させていただきます。
曜日
第１月曜
第３月曜
9/7

地区
樋田

第２月曜
第４月曜
9/14

樋田

駐車地
上浜田住宅
麻野屋商店前
屋形郵便局前
下屋形恵良
冠石野お堂の前
多志田ゲートボール場前
中島バス停前
クワバラ理容店付近
八千代保育園
兎洞電気
下曽木市営住宅
洞門の郷

予定時間
１０：２０～１０：３０
１０：４０～１０：５５
１１：００～１１：１０
１１：２０～１１：３０
１０：３０～１０：４０
１０：４５～１０：５５
１１：００～１１：１０
１１：１５～１１：３０
１３：３０～１３：４５
１３：５０～１４：００
１４：０５～１４：１５
１４：２０～１４：３５

曜日
第１水曜
第３水曜

地区
上津

9/16

第２水曜
第４水曜

東谷

9/9
樋田
西谷

発行：本耶馬渓図書館（52-3033 本耶馬渓公民館１階）

駐車地
かえで
あんず
万千百園
羅漢下組
上津小学校
高齢者福祉センター
御祖神社前
折元神社
生活支援ハウス本耶馬渓
東谷つばき地区
大田商店前
東谷地区老人憩いの家
小野商店前
樋田小学校
西谷温泉下

予定時間
１０：１５～１０：２５
１０：３０～１０：４５
１０：５０～１１：０５
１１：１０～１１：２０
１１：２５～１１：３５
１３：００～１３：４０
１３：４５～１４：００
１４：０５～１４：２０
１４：３０～１４：４０
１４：５０～１５：０５
１０：４０～１０：５５
１１：００～１１：１０
１１：１５～１１：２５
１１：３０～１１：４０
１３：００～１３：４０
１４：００～１４：１５

西谷郵便局前

１４：２０～１４：３０

桧木地区
平原地区
下筈林道入口

１４：３５～１４：４５
１４：５０～１５：００
１５：０５～１５：２０

JA中津下毛農協裏（倉庫前）

本耶馬渓図書館だより

Ｎｏ．５９（２０２０.１０）

気温が下がって、一段と涼しくなり、過ごしやすい日々が続いていますが、皆さ
んいかがお過ごしでしょうか。秋といえば、食欲の秋、スポーツの秋、などありま
すが、図書館はやはり『読書の秋』です！『読書の秋』をきっかけに、他の作者さ
んやジャンルを読んでみるのはどうでしょうか。図書館には、古典からおすすめ
の本まで幅広くそろえています。新たな世界を広げるきっかけに、是非ご来館く
ださい。

秋の夜長に一杯
アルコールドリンク

「家飲みかんたん
ドリンク150」
荻野 修一／監修

ノンアルコールドリンク

「おうち飲み
「日本酒完全
ワインレッスン」 バイブル」
竹内 香奈子／著

武者 英三／監修

お家でゆっくりとしたい時には、簡単に作れるおしゃれ
に映える飲み物をお供にどうですか？

日
4
11
18
25

♪10月のカレンダー♪
月 火 水 木 金
1
2
5
6
7
8
9
12 13 14 15 16
19 20 21 22 23
26 27 28 29 30

土
3
10
17
24
31

★開館時間
…１０：００～１7：００
★コロナウィルスの関係により、日程が
変更になる場合があります。

「美味しい珈琲を 「ハーブティー
自宅で淹れる本」 ブレンド100」
富田 佐奈栄／著 しばた みか／著

寝る前に、心身リラックスするのに、
一杯飲んでみるのもいいですよ☺

🌼10/31（土）は館内整理日のため、
休館いたします。

🌼秋の読書週間イベントも開催を予定してお
ります。
なにがあるかは来てからのお楽しみ♪是非遊
びにきてくださいね。

あたらしい本

毎週木曜日に新刊が入ります。いくつかご紹介します！

♪おとなの本♪（数字は背ラベルの番号です）

♪こどもの本♪（数字は背ラベルの番号です）

『自分を大事にする人がうまくいく』
/159
『知らないと恥をかく50歳からのマ
ナー』/385
『コロナ後の世界を語る』/498.6
『暮らしを彩る「大人のままごと」』
/590
『ヒロシのソロキャンプ』/786.3
『アンダードッグス』/913.6
『本日はどうされました？』/913.6

『ミラクルきょうふ！本当に怖いストー
リーDX白い闇』/Ｋ147
『実験対決 35』/Ｋ407
『はやしでひろったよ』/Ｋ653
『大人になってもこまらない！つたわる話
し方』/Ｋ809
『にゃんたる刑事』/Ｋ913
『アンパンマンまちがいをさがせ！』/ＫＥ
『みみずくと3びきのこねこ』/ＫＥ

10月のおすすめえほん
『こんたのさかなつり』

「さかなつり」の絵本です

『おとうさんぼくおさかなつったよ!』

田中 友佳子／著
こぎつねのこんたと、おとうとのこんきちは、
きょう、くまおじさんとつりにいくやくそく
をしています。こんたとこんきちは「きょう
こそ、くまおじさんよりおおきいさかなをつ
るぞ!」と、はりきってでかけました。しばら
くあるいていくと、つよいかぜがふいてきて、
こんきちのぼうしがとばされてしまいました。
ぼうしをおいかけていくと…。

いりやま さとし／著
まだ、そらにおほしさまがいる、あけがた。
くまのぼうやは、おとうさんといっしょに、
さかなつりにしゅっぱつしました。かわにつ
くと、おとうさんはさかなのつりかたをおし
えてくれました。ぼうやはおしえてもらった
とおりにしましたが、いくらまってもさかな
はつれません。「おさかなつりって、むずか
しいな…」とおもっていると…。

移動図書館運行表：祝日・5週目は運休させていただきます。
曜日
第１月曜
第３月曜
10/5
10/19
第２月曜
第４月曜
10/12
10/26

地区
樋田

樋田

駐車地
上浜田住宅
麻野屋商店前
屋形郵便局前
下屋形恵良
冠石野お堂の前
多志田ゲートボール場前
中島バス停前
クワバラ理容店付近
八千代保育園
兎洞電気
下曽木市営住宅
洞門の郷

予定時間
１０：２０～１０：３０
１０：４０～１０：５５
１１：００～１１：１０
１１：２０～１１：３０
１０：３０～１０：４０
１０：４５～１０：５５
１１：００～１１：１０
１１：１５～１１：３０
１３：３０～１３：４５
１３：５０～１４：００
１４：０５～１４：１５
１４：２０～１４：３５

曜日
第１水曜
第３水曜

地区
上津

10/7
10/21

第２水曜
第４水曜

東谷

10/14
10/28
樋田
西谷

発行：本耶馬渓図書館（52-3033 本耶馬渓公民館１階）

駐車地
かえで
あんず
万千百園
羅漢下組
上津小学校
高齢者福祉センター
御祖神社前
折元神社
生活支援ハウス本耶馬渓
東谷つばき地区
大田商店前
東谷地区老人憩いの家
小野商店前
樋田小学校
西谷温泉下

予定時間
１０：１５～１０：２５
１０：３０～１０：４５
１０：５０～１１：０５
１１：１０～１１：２０
１１：２５～１１：３５
１３：００～１３：４０
１３：４５～１４：００
１４：０５～１４：２０
１４：３０～１４：４０
１４：５０～１５：０５
１０：４０～１０：５５
１１：００～１１：１０
１１：１５～１１：２５
１１：３０～１１：４０
１３：００～１３：４０
１４：００～１４：１５

西谷郵便局前

１４：２０～１４：３０

桧木地区
平原地区
下筈林道入口

１４：３５～１４：４５
１４：５０～１５：００
１５：０５～１５：２０

JA中津下毛農協裏（倉庫前）

本耶馬渓図書館だより

Ｎｏ．60（２０２０.１1）

今年はコロナの関係で外にでることが少なくなりましたが、季節は
どんどん移ろうものですね。競秀峰が色づき始め、本格的な秋が
やってきました。図書館も長くお休みしていた雑誌・本の無料配布
を11月14日（土）（10：00～公民館ロビーにて）再開
することになりました。お散歩を兼ねて、是非図書館まで足をお運
びください！皆さんのご来館をお待ちしています。

カメラを持って
何気ない日常をカメラで残す生活を始めてみませんか？

「スマホで旅行写真
コツと裏ワザ」

「こういう写真て
どう撮るの?」

庄子 利男／著

「今日から「ときめ
きカメラ生活」」
橋本 哲／著

森下 えみこ／著・
イラスト

「このとおりにやれば
必ずキレイに写せる子
ども写真の撮り方」

「カメラはじめます!」
こいし ゆうか／著

椎名 トモミ／著

日
1
8
15
22
29

♪11月のカレンダー♪
月 火 水 木 金
2
3
4
5
6
9 10 11 12 13
16 17 18 19 20
23 24 25 26 27
30 12/1 2
3
4

土
7
14
21
28
5

★開館時間
…１０：００～１7：００
★コロナウィルスの関係により、日程が
変更になる場合があります。

☆11/30（月）は管内整理日のため、全館休
館いたします。

☆秋の読書週間イベント開催中！
・さいころをまわして、出た目をヒントに館
内にかくれたおばけを探しそう！
・本をかりてくれた人におりがみ
さくひんをプレセントしています。
皆様のご来館をお待ちしています！

あたらしい本

毎週木曜日に新刊が入ります。いくつかご紹介します！

♪おとなの本♪（数字は背ラベルの番号です）

♪こどもの本♪（数字は背ラベルの番号です）

『本の道しるべ』/019
『完訳7つの習慣』/159
『写真集 明治大正昭和 中津』/219.5
『おうち時間を使ってはじめる
YouTube』/547.4
『素敵な大人の暮らし方』590
『自転車キャンプを楽しむ50のヒント』
/786.5
『暗闇にレンズ』/913.6

『はたらく電車大百科』/Ｋ686
『猫町ふしぎ事件簿』/Ｋ913
『ほんとにあった怖い話 死者からの伝言
編』Ｋ913
『本好きの下剋上 第1部[5]』Ｋ913
『うまれたよ!フグ』/ＫＥ
『コんガらガっちなにになってすすむ?
の本』/ＫＥ
『ぷしゅぷしゅどこいった?』/ＫＥ

11月のおすすめえほん
『ワタナベさん』

「あったか～い！おなべ」の絵本です

『なべぶぎょういっけんらくちゃく』

北村 直子／作
ワタナベさんは、なべひとつでりょうりをつ
くるめいじんです。ちゃんこなべ、ロール
キャベツ、カレー、たきこみごはん…。
しかし、さいごのおきゃくさんから、
おもわぬちゅうもんがきてしまい
ました。それは、「ナポリタン
3にんまえ」。フライパンがない
のに、なべひとつでナポリタンは
できるでしょうか?

穂高 順也／文
えどのまちに、あたまが「なべ」のぶぎょう
がいた。このぶぎょう、もちこまれたじけん
を、「ぐ」のにえぐあいをたしかめながらか
いけつするのだ。きょうの
うったえはうなぎやがうなぎを
やいたにおいは、おかねをはらう
べきか、はらわなくてもよいか。
さて、なべぶぎょう、どんな
さばきをみせるのでしょう?

移動図書館運行表：祝日・5週目は運休させていただきます。
曜日
第１月曜
第３月曜
11/2
11/16
第２月曜
第４月曜
11/9

地区
樋田

樋田

駐車地
上浜田住宅
麻野屋商店前
屋形郵便局前
下屋形恵良
冠石野お堂の前
多志田ゲートボール場前
中島バス停前
クワバラ理容店付近
八千代保育園
兎洞電気
下曽木市営住宅
洞門の郷

予定時間
１０：２０～１０：３０
１０：４０～１０：５５
１１：００～１１：１０
１１：２０～１１：３０
１０：３０～１０：４０
１０：４５～１０：５５
１１：００～１１：１０
１１：１５～１１：３０
１３：３０～１３：４５
１３：５０～１４：００
１４：０５～１４：１５
１４：２０～１４：３５

曜日
第１水曜
第３水曜

地区
上津

11/4
11/18

第２水曜
第４水曜

東谷

11/11
11/25
樋田
西谷

発行：本耶馬渓図書館（52-3033 本耶馬渓公民館１階）

駐車地
かえで
あんず
万千百園
羅漢下組
上津小学校
高齢者福祉センター
御祖神社前
折元神社
生活支援ハウス本耶馬渓
東谷つばき地区
大田商店前
東谷地区老人憩いの家
小野商店前
樋田小学校
西谷温泉下

予定時間
１０：１５～１０：２５
１０：３０～１０：４５
１０：５０～１１：０５
１１：１０～１１：２０
１１：２５～１１：３５
１３：００～１３：４０
１３：４５～１４：００
１４：０５～１４：２０
１４：３０～１４：４０
１４：５０～１５：０５
１０：４０～１０：５５
１１：００～１１：１０
１１：１５～１１：２５
１１：３０～１１：４０
１３：００～１３：４０
１４：００～１４：１５

西谷郵便局前

１４：２０～１４：３０

桧木地区
平原地区
下筈林道入口

１４：３５～１４：４５
１４：５０～１５：００
１５：０５～１５：２０

JA中津下毛農協裏（倉庫前）

本耶馬渓図書館だより

Ｎｏ．６１（２０２０.１２）

今月は、クリスマスに大晦日とイベントがたくさんあります。サン
タさんは、今年はどんなプレゼントを持ってきてくれるのか楽しみ
ですね。図書館では、クリスマスに関する本を置いて、図書館内も
クリスマスの飾り付けをしています🎄
今年も一年大変お世話になりました。来年も多くの皆様にお会いで
きるように頑張っていきたいと思います。

免疫力をあげよう🏁
寒くなって、またコロナウイルスの感染者が増えてきています。皆様はウイルスから身を守るの
に、様々な工夫をして生活しているかと思いますが、『食』から見直してはいかがでしょう？
免疫力をあげて、コロナウイルスに負けない身体づくりをしていきませんか？

「砂糖の代わりに
糀甘酒を使うとい
う提案」
前橋 健二／著

「免疫力を高めて
ウイルスに勝つ食
べ物、暮らし方」
石原 結實／著

甘みをつけるために使っていた砂
糖を糀甘酒に代えるだけで、疲れ
がとれ、肌がきれいになり、免疫
力がアップ! 糀甘酒がもつ健康パ
ワーを解説し、主食からスイーツ
までのレシピを紹介します!

「ウイルスに負けない体=病気
にならない体」のカギは免疫力。
食事の摂り方や食材、運動、心
の持ち方など、免疫力を上げる
日常の生活習慣を、紹介してい
ます!

「免疫力UP
のすごい納豆
レシピ」
葛 恵子／著
1日1パックの納豆で医者いら
ず! 納豆の栄養素について解
説するとともに、「定番おか
ず」「ごはん」「おつまみ・
おやつ」などに分けて、88品
のレシピを紹介しています。

日
6
13
20
27

♪12月のカレンダー♪
月 火 水 木 金
1
2
3
4
7
8
9 10 11
14 15 16 17 18
21 22 23 24 25
28 29 30 31 1/1

土
5
12
19
26
2

★開館時間
…１０：００～１7：００
★コロナウィルスの関係により、日程が
変更になる場合があります。

☆新着DVD入荷しました。
ぜひ、借りに来てください！
🎅12/29（火）～1/5（火）
年末年始のためお休みします。
お間違えのないよう、お気をつけて
ご来館ください。
🎍新年は1/6（水）から開館します。
皆様のご来館をお待ちしています！

あたらしい本

毎週木曜日に新刊が入ります。いくつかご紹介します！

♪おとなの本♪（数字は背ラベルの番号です）

♪こどもの本♪（数字は背ラベルの番号です）

『ドラえもん探求ワールド自然の脅威と
『世界で読み継がれる子どもの本』
防災』/Ｋ369.3
019.5
『どっちが強い⁉シャチVSシュモクザメ』
『私の愛するお店』/291.3
K489.6
『ムカついても、やっぱり夫婦で
『のんびり曜日』/Ｋ726.6
生きていく』 /367.3
『列車探偵ハル』/Ｋ933.7
『毛糸のパンツ』/594.3
『図解でよくわかるスマート農業の基本』 『鳥箱先生とフゥねずみ』/KE
『ハリーとケントはなぞときポリス』/KE
614.8
『ガチャガチャぽん！』/KE
『死の扉』/913.6

12月のおすすめえほん
『さらう宇宙人図鑑』
のぶみ／さく
ボゴンボゴンはきずつきやすいので、ことば
のつかいかたにはじゅうぶんちゅういしま
しょう。ラブリーは、あくしゅするとけっこ
んしたということになるので、「いま、ゆび
のホネがおれている」とウソをつきましょう
…。ゆかいなうちゅうじんが、たくさんとう
じょう!うちゅうじんにさらわれるまえによみ
たいえほん。

「うちゅうじん」の絵本です👽
『サンタクロースもパンツがだいすき』
クレア・フリードマン／文
うちゅうじんはもうあさからワクワク。だっ
てあしたはクリスマス。うちゅうせんにパン
ツをたっぷりつめこんで、サンタさんのおう
ちにやってきたうちゅうじんたちは、プレゼ
ントのなかにこっそりパンツをしのばせた。
こわれてしまったソリのかわりに、サンタさ
んはうちゅうせんにのりこみ、こどもたちの
いえにしゅっぱつ!

移動図書館運行表：祝日・5週目は運休させていただきます。
曜日
第１月曜
第３月曜
12/7
12/21
第２月曜
第４月曜
12/14
12/28

地区
樋田

樋田

駐車地
上浜田住宅
麻野屋商店前
屋形郵便局前
下屋形恵良
冠石野お堂の前
多志田ゲートボール場前
中島バス停前
クワバラ理容店付近
八千代保育園
兎洞電気
下曽木市営住宅
洞門の郷

予定時間
１０：２０～１０：３０
１０：４０～１０：５５
１１：００～１１：１０
１１：２０～１１：３０
１０：３０～１０：４０
１０：４５～１０：５５
１１：００～１１：１０
１１：１５～１１：３０
１３：３０～１３：４５
１３：５０～１４：００
１４：０５～１４：１５
１４：２０～１４：３５

曜日
第１水曜
第３水曜
12/2
12/16

地区
上津

第２水曜
第４水曜
12/9
12/23

東谷

樋田
西谷

発行：本耶馬渓図書館（52-3033 本耶馬渓公民館１階）

駐車地
かえで
あんず
万千百園
羅漢下組
上津小学校
高齢者福祉センター
御祖神社前
折元神社
生活支援ハウス本耶馬渓
東谷つばき地区
大田商店前
東谷地区老人憩いの家
小野商店前
樋田小学校
西谷温泉下

予定時間
１０：１５～１０：２５
１０：３０～１０：４５
１０：５０～１１：０５
１１：１０～１１：２０
１１：２５～１１：３５
１３：００～１３：４０
１３：４５～１４：００
１４：０５～１４：２０
１４：３０～１４：４０
１４：５０～１５：０５
１０：４０～１０：５５
１１：００～１１：１０
１１：１５～１１：２５
１１：３０～１１：４０
１３：００～１３：４０
１４：００～１４：１５

西谷郵便局前

１４：２０～１４：３０

桧木地区
平原地区
下筈林道入口

１４：３５～１４：４５
１４：５０～１５：００
１５：０５～１５：２０

JA中津下毛農協裏（倉庫前）

本耶馬渓図書館だより

Ｎｏ．６２（２０２１.１）

旧年中はたくさんのご利用ありがとうございました。本年も本耶馬渓図書館
をよろしくお願いします。
今年のお正月は静かにお家で過ごされた方が多いのではないでしょうか？昨
年はコロナの影響で想像もしていなかった1年でしたね。今年は少しでも楽し
い１年にしたいものです。

本耶馬渓図書館では新春のイベントを開催予定です。お時間がある方
は是非、図書館まで起こしください。今年度も皆様のご来館をお待ち
しています！

お風呂で健康になる！
寒さでがちがちになった身体と疲れをお風呂で
気持ちよくほぐしませんか？

「最高の入浴法」
早坂 信哉／著
「医者が教える小林式
お風呂健康法」
小林 弘幸／著

日
3
10
17
24
31

♪1月のカレンダー♪
月 火 水 木 金
1
4
5
6
7
8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29

「心とカラダが
やすまる暮らし図鑑」
川上 ユキ／著
「医者が教える最強
「ぐっすり眠れる、美人に
の温泉習慣」
なれる!読むお風呂の魔法」
一石 英一郎／著
小林 麻利子／著

土
2
9
16
23
30

★開館時間
…１０：００～１7：００
★コロナウィルスの関係により、日程が
変更になる場合があります。

🎍新年は1/6（水）から開館します。
🎍新春イベント「プレゼントくじ」
今年初めての運試し！本耶馬で本を借りて
１日１回くじをひきましょう。なにが当たる
かはお楽しみ！是非本耶馬溪図書館に
遊びにきてくださいね！
（お子様限定とさせて
いただきます。）

あたらしい本

毎週木曜日に新刊が入ります。いくつかご紹介します！

♪こどもの本♪（数字は背ラベルの番号です）

♪おとなの本♪（数字は背ラベルの番号です）

『また、怒っちゃったがなくなる本』367.3『日本のこびと大全 山や森林編』/K049
『本当に怖い話MAX∞無限地獄』 K147
『ナッツをうまく食べれば100歳まで
『警察犬アンズの事件簿』/Ｋ317
長生きできる!』/498.5
『こんなにスゴイ!未来のせかい』/Ｋ504
『リメイクしたらオンリーワンが
できました。』 /593.3
『小学生のサッカー最強のテクニックが
『狭い家でも「ゆとりある暮らし」は
身につく本』/K783
仕組みが9割』/597.5
『塔の上のラプンツェル』/KE
『農泊のススメ』 611.7
『まちのおばけずかん マンホールマン』
『銀の夜』/913.6
/K913

1月のおすすめえほん

「ことしはうしどし！」の絵本です🐄
『うしのもーさん 』
風木 一人／作

『こたつうし』
かわまた ねね／作
わたしは、こたつうしです。さむくてこたつ
からでなくなったら、このようなすがたにな
りました。こたつとうしで、こたつうしです。
わたしは、いつでもどこでもこたつが
たのしめます。あるひ、
こどもたちが「おかあさんには、
なんでこたつがついているの?」
「こたつって、いいものなの?」
といって…。

あるいていたら、おおきなおおきなうしの
もーさんにあった。「もーさん、おおきなせ
なかにのっけてよ」「いいとも。ぼくはおお
きくてちからもち」もーさんはのんびりある
いてく。ゆっさゆっさゆれる。おでこに
ひゅっとかぜがふく。にゃーさんや
わんくん、たぬき3きょうだいも
のせて、みんなできもちよく
おさんぽ。すると、もーさんが…。

移動図書館運行表：祝日・5週・1/6の上津小は冬休みのため、運休します
曜日
第１月曜
第３月曜
1/18
第２月曜
第４月曜
1/25

地区
樋田

樋田

駐車地
上浜田住宅
麻野屋商店前
屋形郵便局前
下屋形恵良
冠石野お堂の前
多志田ゲートボール場前
中島バス停前
クワバラ理容店付近
八千代保育園
兎洞電気
下曽木市営住宅
洞門の郷

予定時間
１０：２０～１０：３０
１０：４０～１０：５５
１１：００～１１：１０
１１：２０～１１：３０
１０：３０～１０：４０
１０：４５～１０：５５
１１：００～１１：１０
１１：１５～１１：３０
１３：３０～１３：４５
１３：５０～１４：００
１４：０５～１４：１５
１４：２０～１４：３５

曜日
第１水曜
第３水曜
1/6
1/20

地区
上津

第２水曜
第４水曜
1/13
1/27

東谷

樋田
西谷

発行：本耶馬渓図書館（52-3033 本耶馬渓公民館１階）

駐車地
かえで
あんず
万千百園
羅漢下組
上津小学校
高齢者福祉センター
御祖神社前
折元神社
生活支援ハウス本耶馬渓
東谷つばき地区
大田商店前
東谷地区老人憩いの家
小野商店前
樋田小学校
西谷温泉下

予定時間
１０：１５～１０：２５
１０：３０～１０：４５
１０：５０～１１：０５
１１：１０～１１：２０
１１：２５～１１：３５
１３：００～１３：４０
１３：４５～１４：００
１４：０５～１４：２０
１４：３０～１４：４０
１４：５０～１５：０５
１０：４０～１０：５５
１１：００～１１：１０
１１：１５～１１：２５
１１：３０～１１：４０
１３：００～１３：４０
１４：００～１４：１５

西谷郵便局前

１４：２０～１４：３０

桧木地区
平原地区
下筈林道入口

１４：３５～１４：４５
１４：５０～１５：００
１５：０５～１５：２０

JA中津下毛農協裏（倉庫前）

本耶馬渓図書館だより

Ｎｏ．63（2021.2）

寒い日が毎日続きますね。皆さん、いかがお過ごしでしょうか？
2月3日は、「立春」です。この日を過ぎれば、暦の上では“春”にな
ります。春に向けて、皆さんの笑顔がたくさん咲くような日々になっ
てほしいです。そして、今月は、節分・バレンタインデー、針供養の
日、また猫の日なんてあるそうです。「逃げる」ように時間が過ぎる
かもしれませんが、ちょっとした時間に、図書館に寄ってみてくださ
い。お待ちしています☺

おうち時間の過ごし方
「おうち時間を使って
はじめるYouTube」
主婦の友社／編
日頃ユーチューブを見ること
が多いかもしれません。そ
れを、自分で企画・制作して、
いろんな人に発信して、
YouTuberの仲間入り？！

「ふきさんのアイデア
おもちゃ大百科」
佐藤 蕗／著
遠くに出かけるのはちょっ
と・・・、でも家で楽しく過ごし
たい！そんな時にはこの
本！簡単に作れるおもちゃ
がたくさんあります☆

日
7
14
21
28

♪2月のカレンダー♪
月 火 水 木 金
1
2
3
4
5
8
9 10 11 12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26
3/1 2
3
4
5

土
6
13
20
27
6

★開館時間
…１０：００～１7：００
★コロナウィルスの関係により、日程が
変更になる場合があります。

あったかい部屋の中で、
新しいこと、始めてみませんか？
「今すぐ作りたいビーズ
リング187点」
奥 美有紀／著
なんとレシピの商用利用
OK！
カラー図番で、リングだけ
でなく、ブレスレットや
チョーカーも掲載！

「植物生まれのやさしい
お菓子」
白崎 裕子／著
バレンタインデーの時に贈
るチョコレートのかわりに、
みんながおいしく食べるこ
とができるお菓子を作って
みてはいかが？

☆2/1（月）・3/1（月）
館内整理日のため、全館休館いたします。
お間違えのないよう、
お気をつけてお越しください。

あたらしい本

毎週木曜日に新刊が入ります。いくつかご紹介します！

♪おとなの本♪（数字は背ラベルの番号です）

♪こどもの本♪（数字は背ラベルの番号です）

『山口・萩・下関’21』/291.7
『両親が元気なうちに“実家じまい”
はじめました。』/365.3
『毎日燃えメシ』 /596
『１日５分からの断捨離』/597.5
『くらやみに、馬といる』 645.2
『じい散歩』/913.6
『天を測る』/913.6

『夢をかなえる魔法のうらないBOOK』
/K148
『鬼大図鑑』 /K388
『心理＆ナゾトキゲーム』/Ｋ798
『加藤英明スーパーサバイバル入門』
/Ｋ786
『劇場版ポケットモンスターココ』/K913
『ねこのようしょくやさん』/KE
『ワンワンのおやすみなさい』/KE

2月のおすすめえほん
『どろぼうねこのおやぶんさん』
小松 申尚／ぶん
まちのしょうてんがいをなわばりにしている
「どろぼうねこ」というなまえのねこ。さか
なやのおじさんとは、かおなじみです。きょ
うもさかなやさんは「いっぴきだけなら、さ
んまをぬすんでいっていいよ」といいました。
そんなあるひ、でんきやさんのてれびから
「きょうのてんきは、あなたのまちだけ、は
れのちさんま」というてんきようほうが…。

「おやぶん」の絵本です。
『かさじおやぶんいっけんらくちゃく!』
苅田 澄子／作
ここはゆかいなおばけまち。いろんなおば
けが、なかよくくらしている。まちのへい
わをまもるのは、からかさおばけのかさじ
おやぶん。じけんがおきたら、いつでもど
こでもかけつけて…。「かさじおやぶんと
きえただんご」など、かさじおやぶんがか
つやくする、5つのおはなしがはいってい
ます。

移動図書館運行表：祝日・5週目は運休させていただきます。
曜日
第１月曜
第３月曜
2/15
第２月曜
第４月曜
2/8
2/22

地区
樋田

樋田

駐車地
上浜田住宅
麻野屋商店前
屋形郵便局前
下屋形恵良
冠石野お堂の前
多志田ゲートボール場前
中島バス停前
クワバラ理容店付近
八千代保育園
兎洞電気
下曽木市営住宅
洞門の郷

予定時間
１０：２０～１０：３０
１０：４０～１０：５５
１１：００～１１：１０
１１：２０～１１：３０
１０：３０～１０：４０
１０：４５～１０：５５
１１：００～１１：１０
１１：１５～１１：３０
１３：３０～１３：４５
１３：５０～１４：００
１４：０５～１４：１５
１４：２０～１４：３５

曜日
第１水曜
第３水曜
2/3
2/17

地区
上津

第２水曜
第４水曜
2/10
2/24

東谷

樋田
西谷

発行：本耶馬渓図書館（52-3033 本耶馬渓公民館１階）

駐車地
かえで
あんず
万千百園
羅漢下組
上津小学校
高齢者福祉センター
御祖神社前
折元神社
生活支援ハウス本耶馬渓
東谷つばき地区
大田商店前
東谷地区老人憩いの家
小野商店前
樋田小学校
西谷温泉下

予定時間
１０：１５～１０：２５
１０：３０～１０：４５
１０：５０～１１：０５
１１：１０～１１：２０
１１：２５～１１：３５
１３：００～１３：４０
１３：４５～１４：００
１４：０５～１４：２０
１４：３０～１４：４０
１４：５０～１５：０５
１０：４０～１０：５５
１１：００～１１：１０
１１：１５～１１：２５
１１：３０～１１：４０
１３：００～１３：４０
１４：００～１４：１５

西谷郵便局前

１４：２０～１４：３０

桧木地区
平原地区
下筈林道入口

１４：３５～１４：４５
１４：５０～１５：００
１５：０５～１５：２０

JA中津下毛農協裏（倉庫前）

本耶馬渓図書館だより

Ｎｏ．64（2021.3）

少しずつ春の気配が近づいてきましたね。この図書館便りを作成している最
中に「日本にコロナのワクチンが到着」のニュースを知りました。
振り返ると、１年前の３月は突然の休館が決まり、利用者の皆様とお会いで
きない日々が続きました。
今年の大分の桜の開花予想日は3/20（土）となっています。集まってお花
見はまだ難しいかもしれませんが、きれいな桜を見て楽しむ春になればいい
と思います。図書館から見る桜は最高にきれいですので、お散歩がてら、是
非図書館までお越しください。皆様のご来館をお待ちしています。

新しい雑誌が入ります！
春から本耶馬溪図書館に新しい雑誌が入ります。なお、「ＮＨＫガッテン！」
「コットンタイム」「てれびくん」「ニコプチ」「キャラぱふぇ」は取りやめとな
ります。予約でお取り寄せ可能な雑誌もありますので、お問い合わせください。
「男の隠れ家」（月
刊）

「秘密基地」「ソロキャ
ンプ」など毎月ユニーク
な特集が満載の、主に男
性向け趣味の雑誌。

日
7
14
21
28

「ハルメク」（月刊）

書店に並ばないので、
読めるのは図書館だ
け！主に女性向け生
活情報誌。

♪3月のカレンダー♪
月 火 水 木 金
1
2
3
4
5
8
9 10 11 12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26
29 30 31 4/1 2

土
6
13
20
27
3

★開館時間
…１０：００～１7：００
★コロナウィルスの関係により、日程が
変更になる場合があります。

「ミセスのスタイル
ブック」（季刊）

「テレビマガジン」（月刊）

手芸だけでなく、着こ
なしの参考にもなる
ソーイング＆ファッ
ション雑誌。

いろんなテレビの人気
キャラクターが満載！読
めるのは本耶馬溪図書館
だけ！主に児童向け雑誌。

☆3/1（月）・3/30（水）・4/1（木）
館内整理日のため、全館休館いたします。
☆2021年度の図書館カレンダーができあがり
ました！館内にて配布しておりますので、是非
お持ち帰りください。
皆様のご来館を
お待ちしております！

あたらしい本

毎週木曜日に新刊が入ります。いくつかご紹介します！

♪おとなの本♪（数字は背ラベルの番号です）

♪こどもの本♪（数字は背ラベルの番号です）

『明日死んでもいいための44のレッス
ン』/159.7
『ゲーム・ネットの世界から離れられな
い子どもたち』/493.9
『極上のおうちラーメン』 /596.3
『あの懐かしい味の野菜を自分でつく
る』/626.9
『YouTuberプロてらゆーの超わかり
やすいゴルフレッスン』 783.8

『ピラミッドのサバイバル 4』/K242
『ミクロのサイエンス』 /K404
『アニメコミックおしりたんてい 6』
/Ｋ778
『うさぎのモニカのケーキ屋さん』/Ｋ913
『放課後はミステリーとともに』/K913
『三毛猫ホームズの幽霊退治』/Ｋ913
『うまれたよ！ヘビ』/KE
『いただきます。ごちそうさま』/KE

3月のおすすめえほん
『りらのひみつのへや 』
杉浦 さやか／作
りらは、へやをきれいにかざるのがすき。で
もね、おとうとのげんたが、すぐにめちゃく
ちゃにしちゃうんです。おともだちはじぶん
だけのへやがあるのに、りらだけが
げんたといっしょのへや。わたしも、
じぶんだけのおへやがほしいな!
そうおもったりらは、じぶんで
へやをつくることにしますが、
すぐにげんたがやってきて…。

「じぶんだけのおへや！」の絵本です。
『たろうのひっこし』
村山 桂子／さく
おかあさんは１まいのあかいじゅうたん
をもってきて「これをひろげたところが
たろうのおへやよ」といいました。たろ
うがかいだんのしたにじゅうたんをひろ
げると、ネコのミーヤはまどのあるへや
がいいというので、でまどの
したにひっこしです。つぎつぎと
なかまをふやしながらひっこしを
していきますが…

移動図書館運行表：祝日・5週目は運休させていただきます。
曜日
第１月曜
第３月曜
3/15
第２月曜
第４月曜
3/8
3/22

地区
樋田

樋田

駐車地
上浜田住宅
麻野屋商店前
屋形郵便局前
下屋形恵良
冠石野お堂の前
多志田ゲートボール場前
中島バス停前
クワバラ理容店付近
八千代保育園
兎洞電気
下曽木市営住宅
洞門の郷

予定時間
１０：２０～１０：３０
１０：４０～１０：５５
１１：００～１１：１０
１１：２０～１１：３０
１０：３０～１０：４０
１０：４５～１０：５５
１１：００～１１：１０
１１：１５～１１：３０
１３：３０～１３：４５
１３：５０～１４：００
１４：０５～１４：１５
１４：２０～１４：３５

曜日
第１水曜
第３水曜
3/3
3/17

地区
上津

第２水曜
第４水曜
3/10
3/24

東谷

樋田
西谷

発行：本耶馬渓図書館（52-3033 本耶馬渓公民館１階）

駐車地
かえで
あんず
万千百園
羅漢下組
上津小学校
高齢者福祉センター
御祖神社前
折元神社
生活支援ハウス本耶馬渓
東谷つばき地区
大田商店前
東谷地区老人憩いの家
小野商店前
樋田小学校
西谷温泉下

予定時間
１０：１５～１０：２５
１０：３０～１０：４５
１０：５０～１１：０５
１１：１０～１１：２０
１１：２５～１１：３５
１３：００～１３：４０
１３：４５～１４：００
１４：０５～１４：２０
１４：３０～１４：４０
１４：５０～１５：０５
１０：４０～１０：５５
１１：００～１１：１０
１１：１５～１１：２５
１１：３０～１１：４０
１３：００～１３：４０
１４：００～１４：１５

西谷郵便局前

１４：２０～１４：３０

桧木地区
平原地区
下筈林道入口

１４：３５～１４：４５
１４：５０～１５：００
１５：０５～１５：２０

JA中津下毛農協裏（倉庫前）

