
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　♪４月のカレンダー♪
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
★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。
　

本耶馬渓図書館だより Ｎｏ．６５（２０２１.４）

出会いの季節になりました。桜が満開に咲き開き、美しい風景が見ることができ

ますね。４月の誕生石といえば「ダイアモンド」です。いろんな別れがあったと

しても、一生の別れではありません。これからまた「ダイアモンド」のようなキ

ラキラした出会いがあると思います。本も同じです。読まないジャンルの本、い

つも気になっていたけどなかなか読められなかった本に、たまには手を伸ばして

はいかがでしょう。きっと、新たな出会いがあると思います。新学期、新生活が

始まり、忙しい日々とは思いますが、気分転換に本をめくってみませんか？

お花見、入学式・入園式、エイプリルフール、最近ではイースターなどを連想するのではないで

しょうか？それらに関する本や連想する本を紹介したいと思います！

イースター

入学式・入園式 エイプリルフール

4/4 あんパンの日

お花見

「COTTON 

FRIEND Kids!for 

schoolハンドメイド

でそろえる通園・通

学グッズ」

「おはなみくまちゃん」

シャーリー・パレントー／ぶん

「魔法の庭の宝石のたまご」

あんびる やすこ／作・絵

「手づくり絶品レトロパン」

山崎 豊／著

「かわいいうそ」 Lommy／作・絵



移動図書館運行表：祝日・5週目は運休します。
曜日 地区 曜日 地区

第１月曜 樋田 第１水曜 上津

第３月曜 第３水曜

4/5 4/7
4/19 4/21

第２月曜 樋田

第４月曜

4/12

4/26

第２水曜 東谷

第４水曜

4/18
4/28

樋田

西谷

クワバラ理容店付近 １１：１５～１１：３０

下屋形恵良 １１：２０～１１：３０

多志田ゲートボール場前 １０：４０～１０：５５

冠石野お堂の前 １０：２５～１０：３５

駐車地 予定時間

上浜田住宅 １０：２０～１０：３０

中島バス停前 １１：００～１１：１０

屋形郵便局前 １１：００～１１：１０

麻野屋商店前 １０：４０～１０：５５

八千代保育園 １３：３０～１３：４５

下曽木市営住宅 １４：０５～１４：１５

１３：５０～１４：００

洞門の郷 １４：２０～１４：３５

兎洞電気

１４：３５～１４：４５

１４：００～１４：１５

１４：２０～１４：３０雲谷寺前（名称変更）

東谷つばき地区 １０：４０～１０：５５

かえで

下筈林道入口 １５：１０～１５：２５

高齢者福祉センター

西谷温泉下

樋田小学校

１１：３０～１１：４０

羅漢下組 １１：２５～１１：３５

平原地区 １４：５０～１５：０５

桧木地区

小野商店前

１３：００～１３：４０

１３：００～１３：４０上津小学校

御祖神社前 １４：０５～１４：２０

折元神社 １４：３０～１４：４０

駐車地 予定時間

JA中津下毛農協裏（倉庫前） １０：１５～１０：２５

東谷地区老人憩いの家 １１：１５～１１：２５

１３：４５～１４：００

生活支援ハウス本耶馬渓 １４：５０～１５：０５

大田商店前 １１：００～１１：１０

あんず １０：５０～１１：０５

万千百園 １１：１０～１１：２０

１０：３０～１０：４５

発行：本耶馬渓図書館（52-3033 本耶馬渓公民館１階）

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！

４月のおすすめえほん 「おべんとう」のおはなしです。

♪おとなの本♪（数字は背ラベルの番号です）

『80歳、歩いて日本縦断』/291.0

『中学生から知っておきたい！悪い大人

にお金をだまし取られない全知識』

/330.4

『ナチュラルな家事の知識』/590

『家庭でできるおいしい柑橘づくり12か

月』/625.3

『ディズニーの切り紙あそび』/754.9

『質屋の娘』/913.6

『これで暮らす』/914.6

♪こどもの本♪（数字は背ラベルの番号です）

『もっと大好き！星占い』/K148

『超高層ビルのサバイバル 2』/K526

『ドラえもん科学ワールド乗り物と交通』

/K536

『いーすとけん』/K726

『三毛猫ホームズの殺人協奏曲』/K913

『おべんとうばこのうた』/KE

『なつのキリンピック』/KE

『はらすきー』/KE

『おべんとうばこのうた』
高木 あきこ／作

『おべんとう』
さとう めぐみ／作・絵

何箇所か変更点があります。

お気をつけてお越しください。

うさぎさんがおべんとうばこをもってあるいている

と、「おべんとうばこのなかにいれて!」と、おにぎり

やにんじん、さくらんぼ、しいたけ、れんこん、ごぼ

うがやってきて…!?てあそびをしながら、「おべんと

うばこのうた」をいっしょにうたってね。

おかあさんが、きいろいおべんとうばこに、えび

フライやプチトマトなどをつめているよ。おいしそう

なおかずをぎゅっとつめおえたら、おべんとうので

きあがり。こんどは、えほんをひっくりかえしてみよ

う。おべんとうのつつみをほどいて、ふたをあけた

ら、たのしいおべんとうのじかんがはじまるよ。お

いしくたべようね。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　♪5月のカレンダー♪
日 月 火 水 木 金 土

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 6/1 2 3 4 5
★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。
　

本耶馬渓図書館だより Ｎｏ．６６（２０２１.5）

本耶馬溪図書館では春の読書週間イベントを開催します。

５月1日（土）～29日（土）の期間、図書館内に掲示されたクイズの回答

を応募箱に入れてください。期間中は土曜日ごとに新しいクイズを出題し

ます。一番正解が多かった「クイズ王」にはすてきなプレゼントがありま

すよ！その他にも楽しいイベントがたくさんあります。GWは自宅で過ご

す…という方、是非、本耶馬溪図書館まで遊びにきてくださいね。皆様の

ご来館をお待ちしています。

気持ちのいい季節、キャンプをしたいけど遠出はできないし…

という方、こんな方法はいかがでしょう？

「自転車キャンプ

を楽しむ50のヒン

ト」

「ベランピング

スタイルブック」

「おうちでキャン

プ

withキッズ」

「ヒロシの

ソロキャンプ」
ヒロシ／著

「車中泊研究家が教える

車中泊で巡るオススメ

道の駅ガイド 2021」
「ベランダ」で

できるアウトドア！

少ない荷物でも

キャンプはできる！

家族みんなで

楽しめる！

流行語大賞にも

なりました。



移動図書館運行表：祝日・5週目は運休します。
曜日 地区 曜日 地区

第１月曜 樋田 第１水曜 上津

第３月曜 第３水曜

5/17 5/19

第２月曜 樋田

第４月曜

5/10

5/24

第２水曜 東谷

第４水曜

5/12
5/26

樋田

西谷

クワバラ理容店付近 １１：１５～１１：３０

下屋形恵良 １１：２０～１１：３０

多志田ゲートボール場前 １０：４０～１０：５５

冠石野お堂の前 １０：２５～１０：３５

駐車地 予定時間

上浜田住宅 １０：２０～１０：３０

中島バス停前 １１：００～１１：１０

屋形郵便局前 １１：００～１１：１０

麻野屋商店前 １０：４０～１０：５５

八千代保育園 １３：３０～１３：４５

下曽木市営住宅 １４：０５～１４：１５

１３：５０～１４：００

洞門の郷 １４：２０～１４：３５

兎洞電気

１４：３５～１４：４５

１４：００～１４：１５

１４：２０～１４：３０雲谷寺前（名称変更）

東谷つばき地区 １０：４０～１０：５５

かえで

下筈林道入口 １５：１０～１５：２５

高齢者福祉センター

西谷温泉下

樋田小学校

１１：３０～１１：４０

羅漢下組 １１：２５～１１：３５

平原地区 １４：５０～１５：０５

桧木地区

小野商店前

１３：００～１３：４０

１３：００～１３：４０上津小学校

御祖神社前 １４：０５～１４：２０

折元神社 １４：３０～１４：４０

駐車地 予定時間

JA中津下毛農協裏（倉庫前） １０：１５～１０：２５

東谷地区老人憩いの家 １１：１５～１１：２５

１３：４５～１４：００

生活支援ハウス本耶馬渓 １４：５０～１５：０５

大田商店前 １１：００～１１：１０

あんず １０：５０～１１：０５

万千百園 １１：１０～１１：２０

１０：３０～１０：４５

発行：本耶馬渓図書館（52-3033 本耶馬渓公民館１階）

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！

5月のおすすめえほん 「カラフル！」のおはなしです。

♪おとなの本♪（数字は背ラベルの番号です）

『デジタル・ミニマリスト』/007.3

『うるおう体のつくりかた』/492.7

『がんがイヤなら、これは食べるな』

/498.5

『1週間分まとめて買って使いきり!1か月

晩ごはん献立』/596

『酪農かあさんが教える台所チーズ』

/648.1

『家キャンプはじめました。』/786.3

『新謎解きはディナーのあとで』/913.6

♪こどもの本♪（数字は背ラベルの番号です）

『きょうりゅう300』/K457

『サッカーがもっとうまくなる!マンガ自分

の武器の見つけ方 』/K783

『伝える力がレベルUP★ことばのルール』

/K810

『本好きの下剋上 第1部[6]』/K913

『ほねほねザウルス 24』/K913

『めくってはっけん！むしのせかい』/KE

『トムとジェリーをさがせ!みなみのしまの

だいぼうけん』/KE

『ストライプ』
デヴィッド・シャノン／文と

『いろいろいろのほん』
エルヴェ・テュレ／さく

何箇所か変更点があります。

お気をつけてお越しください。

カミラはいつも人の目ばかり気にしている

女の子。学校のみんなが嫌いなリマ豆が本

当は好物なのも秘密にしています。新学期

の朝、格好を気にして服を

とっかえひっかえしていた

カミラの体が、色とりどりの

ストライプに!

いろのうえにてをおいて、めをつぶって、

いつつかぞえてごらん。みてみて!てがまほ

うのてになってるよ。さあつぎは?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!

こんどはほんをゆさゆさゆすって

ごらん、さあどうなるかな?

じっさいにえのぐをさわっている

ような、たのしいえほん。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　♪6月のカレンダー♪
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
★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。
　

本耶馬渓図書館だより Ｎｏ．６７（２０２１.６）

6月になりましたが、今年は梅雨入りが早かったですね☔

雨の日が多いと、お家で過ごす時間が増えてきます。天気が悪いと、気分も憂

鬱になるかもしれません。そして、これから気圧の変化や寒暖差により、体調

を崩される方が増えるかもしれませんが、無理をせず、毎日を過ごされてくだ

さい。外に出るのも億劫になる天気ですが、気分転換に図書館にお越しくださ

い。皆様のご来館をお待ちしています。

今、放送されているテレビドラマで話題になりました。現在では生活に欠かせない携帯電話やパソコン

ですが、依存してしまっては身体や精神的によくありません。自分にあった上手な付き合い方を模索す

る必要があるかもしれませんね。

「精神科医が教える「集中力」の

レッスン」

西多 昌規／著

「デジタル・ミニマリスト」

カル・ニューポート／著

「ゲーム・ネットの世界から離れ

られない子どもたち」

吉川 徹／著

やらなきゃいけないことも、やり

たいことも沢山あるのにSNSがと

まらない…30日間の「デジタル片

づけ」で人生を変えよう! 

ゲームやネットとのつき合い方は

どこまでが健康な使用で、どこか

らが問題となるのか。

ついやってしまう「メール」「SNS」

から集中力を守る、ゆっくり吐く

呼吸で集中力を高める…。

某ドラマで話題のセリフ“デジタ

ルデトックス”ですね！

子どもだけではなく、大人にも言

えることかもしれません…。
ハイテクノロジーで集中力が落ち

ているらしい？！



移動図書館運行表：祝日・5週目は運休します。
曜日 地区 曜日 地区

第１月曜 樋田 第１水曜 上津

第３月曜 第３水曜

6/7 6/2
6/21 6/16

第２月曜 樋田

第４月曜

6/14

6/28

第２水曜 東谷

第４水曜

6/9
6/23

樋田

西谷

クワバラ理容店付近 １１：１５～１１：３０

下屋形恵良 １１：２０～１１：３０

多志田ゲートボール場前 １０：４０～１０：５５

冠石野お堂の前 １０：２５～１０：３５

駐車地 予定時間

上浜田住宅 １０：２０～１０：３０

中島バス停前 １１：００～１１：１０

屋形郵便局前 １１：００～１１：１０

麻野屋商店前 １０：４０～１０：５５

八千代保育園 １３：３０～１３：４５

下曽木市営住宅 １４：０５～１４：１５

１３：５０～１４：００

洞門の郷 １４：２０～１４：３５

兎洞電気

１４：３５～１４：４５

１４：００～１４：１５

１４：２０～１４：３０雲谷寺前（名称変更）

東谷つばき地区 １０：４０～１０：５５

かえで

下筈林道入口 １５：１０～１５：２５

高齢者福祉センター

西谷温泉下

樋田小学校

１１：３０～１１：４０

羅漢下組 １１：２５～１１：３５

平原地区 １４：５０～１５：０５

桧木地区

小野商店前

１３：００～１３：４０

１３：００～１３：４０上津小学校

御祖神社前 １４：０５～１４：２０

折元神社 １４：３０～１４：４０

駐車地 予定時間

JA中津下毛農協裏（倉庫前） １０：１５～１０：２５

東谷地区老人憩いの家 １１：１５～１１：２５

１３：４５～１４：００

生活支援ハウス本耶馬渓 １４：５０～１５：０５

大田商店前 １１：００～１１：１０

あんず １０：５０～１１：０５

万千百園 １１：１０～１１：２０

１０：３０～１０：４５

発行：本耶馬渓図書館（52-3033 本耶馬渓公民館１階）

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！

6月のおすすめえほん 「にんきものになる」おはなしです。

♪おとなの本♪（数字は背ラベルの番号です）

『なんか勝手に人生がよくなるやめるこ

とリスト』/159

『NHK「風雲！大実験」日本史ミステ

リーの科学』/210.0

『非正規介護職員ヨボヨボ日記』/369.1

『子どものおしゃれなアッパッパ』

/593.3

『機嫌よくいられる台所』/596.9

『曲亭の家』/913.6

♪こどもの本♪（数字は背ラベルの番号です）

『世界史探偵コナン 7』/K209

『実験対決 37』/K407

『はじめてのくるまずかん』/K537

『アニメコミックおしりたんてい ７』

/K778

『爆走！まちがえさがし大冒険』/K798

『人間回収車 3』/K913

『あきらがあけてあげるから』/KE

『どんめぐり』/KE

『にんきものいちねんせい』
つちだ のぶこ／え

『オオイシさん』
北村 直子／作

何箇所か変更点があります。

お気をつけてお越しください。

しょうくんは、にんきもの。あさ、がっこ

うにいくとき、ともだちにおおきなこえで

「おはよう」っていえるから。さやちゃん

は、にんきもの。きゅうしょくとうばんの

ときに、てきぱきしたくができるから…。

だれでもみんな、にんきものいちねんせい

になれるよ。きみは、どんなにんきものい

ちねんせいかな?

おおきないしのオオイシさんは、みんなの

にんきもの。でこぼこのみちをたいらにし

たり、すもうのけいこのあいてをしたり、

つけものいしになったりと、あさからおお

いそがしです。あるひ、うずまきさつえい

じょのひとが、オオイシさんをスカウトに

やってきました。オオイシさんは、スター

がたくさんでるじだいげきのだいじなやく

をすることに…。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　♪7月のカレンダー♪
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
★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。
　

本耶馬渓図書館だより Ｎｏ．６８（２０２１.７）

本格的な夏の暑さになってきた今日この頃。齢を重ねるごとにお野菜がおいしく

感じられます。夏野菜の定番、茄子は炒めものはもちろん、あと一品欲しいとき

にグリルでそのまま焼いてお醤油をひとたらしして食べるだけでも簡単で美味し

いですね！今は実りに実ったきゅうりたちをどう料理するか模索の毎日です。本

耶馬溪図書館では野菜の作り方の本、さらにお野菜の料理の本も豊富にあります。

もしレシピにお困りの方、いらっしゃいましたら是非図書館までお越しください。

暑い日が続きますが、お身体ご自愛いただきますように。

ワクチン接種は進んでいるものの、もう少し外出は控えておこう！暑いし！という方へ。

これから公開される映画の原作を集めました。映画館に行く前に、原作をおさらいしませんか？

「川っぺりムコリッタ」

荻上 直子／著

「いのちの停車場」

南 杏子／著

「キネマの神様」
原田 マハ／著

東京の救命救急センターで働い

ていた62歳の医師・咲和子は、

故郷の金沢に戻り訪問診療医に

なり、現場での様々な涙や喜び

を通して在宅医療を学んでいく。

一方、家庭では、自宅で死を待

つだけとなった父から安楽死を

望まれ…。

40歳を前に、突然会社を辞め

た娘。映画とギャンブルに依

存するダメな父。2人に舞い

降りた奇跡とは-? 映画を媒

介として壊れかけた家族が再

生していく様を描く、切なく

も心温まる長篇。

刑務所を出て、ひっそり生きて

いくつもりで住み始めた古びた

木造アパート。出会ったのは訳

ありな大家と、世の中から落第

した隣人たちだった-。“ひと

り”が当たり前になった時代に、

静かに寄り添って生き抜く人々

の物語。



移動図書館運行表：祝日・5週目は運休します。
曜日 地区 曜日 地区

第１月曜 樋田 第１水曜 上津

第３月曜 第３水曜

7/5 7/7
7/19 7/21

第２月曜 樋田

第４月曜

7/12

7/26

第２水曜 東谷

第４水曜

7/14
7/28

樋田

西谷

駐車地 予定時間

JA中津下毛農協裏（倉庫前） １０：１５～１０：２５

東谷地区老人憩いの家 １１：１５～１１：２５

１３：４５～１４：００

生活支援ハウス本耶馬渓 １４：５０～１５：０５

大田商店前 １１：００～１１：１０

あんず １０：５０～１１：０５

万千百園 １１：１０～１１：２０

１０：３０～１０：４５

１３：００～１３：４０上津小学校

御祖神社前 １４：０５～１４：２０

折元神社 １４：３０～１４：４０

東谷つばき地区 １０：４０～１０：５５

かえで

下筈林道入口 １５：１０～１５：２５

高齢者福祉センター

西谷温泉下

樋田小学校

１１：３０～１１：４０

羅漢下組 １１：２５～１１：３５

平原地区 １４：５０～１５：０５

桧木地区

小野商店前

１３：００～１３：４０

１４：３５～１４：４５

１４：００～１４：１５

１４：２０～１４：３０雲谷寺前（名称変更）

洞門の郷 １４：２０～１４：３５

兎洞電気

八千代保育園 １３：３０～１３：４５

下曽木市営住宅 １４：０５～１４：１５

１３：５０～１４：００

駐車地 予定時間

上浜田住宅 １０：２０～１０：３０

中島バス停前 １１：００～１１：１０

屋形郵便局前 １１：００～１１：１０

麻野屋商店前 １０：４０～１０：５５

クワバラ理容店付近 １１：１５～１１：３０

下屋形恵良 １１：２０～１１：３０

多志田ゲートボール場前 １０：４０～１０：５５

冠石野お堂の前 １０：２５～１０：３５

発行：本耶馬渓図書館（52-3033 本耶馬渓公民館１階）

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！

7月のおすすめえほん 「2021年夏の課題図書ピックアップ！」

♪おとなの本♪（数字は背ラベルの番号です）

『謎の多い山』/291.9

『貯金がなくても資産を増やせる「0円投

資」』/338.8

『75歳までに身につけたいシニアのため

の7つの睡眠習慣』/498.3

『ラク旨!無限そうめんレシピ』/596.3

『沢村さん家(ち)のこんな毎日』/726.1

『宗棍』/913.6

♪こどもの本♪（数字は背ラベルの番号です）

『妖怪攻略大百科』/K388

『バトル・ブレイブス空の王者ワシと

大空中戦!』/K488

『トーマスのひみつ100』K726

『トムとジェリーのまちがいさがし』/KE

『ドン・ウッサ グッスリだいぼうけん!』

/KE

『どーすんの!?おもちゃゲット大作戦』

/K913

『あなふさぎのジグモンタ 』
とみなが まい／作

『わたしたちのカメムシずかん 』

鈴木 海花／文

何箇所か変更点があります。お気をつけてお越しください。

また、夏休み期間中、小学校は運休します。

ジグモのジグモンタは、「あなふさぎや」をし

ています。ようふくにあいてしまったあなをふ

さぐしごとです。おとうさんも、おじいちゃん

も、ひいおじいちゃんも、みんなあなふさぎや

でした。ジグモンタはまず、いとづくりからは

じめます。なんどもそめなおして、ふくとおな

じいろにしていきます。いとができると、あな

ふさぎのじかんで…。

小学校1・２年生におすすめの絵本。

岩手県のある村では、毎年大量にカメムシ

が発生して、そうじするのにこまっていま

した。ところが、校長先生の一言から、子

どもたちはカメムシを調べはじめ、そのお

もしろさに目覚めていき…。カメムシを最

新の研究をもとにわかりやすく紹介(しょう

かい)。読むと、自分でも身のまわりの生き

ものを調べてみたくなります。

小学校３・４年生におすすめの絵本。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　♪8月のカレンダー♪
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
★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。
　

本耶馬渓図書館だより Ｎｏ．６９（２０２１.８）

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？

ちょうど今、オリンピック・パラリンピックが開催され、テレビやラジオで

応援しているところではないしょうか。選手たちがたくさんの競技で活躍し、

メダルを獲得している姿を見ると、感動しますね。

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。たくさんのご来館をお待ちしています。

こんな暑い時には冷たいスイーツを作ってみてはどうでしょうか？

買って食べるのもおいしいですが、手作りして夏の思い出の一つにしても楽しいのではないで

しょうか🍨

「とろけるしあわ

せ冷たいおやつ」

「バットや保存袋で作れる

アイスクリーム&アイス

ケーキ」
「もちぷるレシピ」

柳瀬 久美子／著

ひんやりスイーツはいかが？

「お菓子な自由研究」

どうしてふくらむの？なぜかたまるの？

作りながら調べてみても楽しいですよ★



移動図書館運行表：祝日・5週目は運休します。
曜日 地区 曜日 地区

第１月曜 樋田 第１水曜 上津

第３月曜 第３水曜

8/2 8/4
8/16 8/18

第２月曜 樋田

第４月曜

8/23

第２水曜 東谷

第４水曜

8/11
8/25

樋田

西谷

駐車地 予定時間

JA中津下毛農協裏（倉庫前） １０：１５～１０：２５

東谷地区老人憩いの家 １１：１５～１１：２５

１３：４５～１４：００

生活支援ハウス本耶馬渓 １４：５０～１５：０５

大田商店前 １１：００～１１：１０

あんず １０：５０～１１：０５

万千百園 １１：１０～１１：２０

１０：３０～１０：４５

１３：００～１３：４０上津小学校

御祖神社前 １４：０５～１４：２０

折元神社 １４：３０～１４：４０

東谷つばき地区 １０：４０～１０：５５

かえで

下筈林道入口 １５：１０～１５：２５

高齢者福祉センター

西谷温泉下

樋田小学校

１１：３０～１１：４０

羅漢下組 １１：２５～１１：３５

平原地区 １４：５０～１５：０５

桧木地区

小野商店前

１３：００～１３：４０

１４：３５～１４：４５

１４：００～１４：１５

１４：２０～１４：３０雲谷寺前（名称変更）

洞門の郷 １４：２０～１４：３５

兎洞電気

八千代保育園 １３：３０～１３：４５

下曽木市営住宅 １４：０５～１４：１５

１３：５０～１４：００

駐車地 予定時間

上浜田住宅 １０：２０～１０：３０

中島バス停前 １１：００～１１：１０

屋形郵便局前 １１：００～１１：１０

麻野屋商店前 １０：４０～１０：５５

クワバラ理容店付近 １１：１５～１１：３０

下屋形恵良 １１：２０～１１：３０

多志田ゲートボール場前 １０：４０～１０：５５

冠石野お堂の前 １０：２５～１０：３５

発行：本耶馬渓図書館（52-3033 本耶馬渓公民館１階）

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！

8月のおすすめえほん 「スイカ？！」のおはなしです🍉

♪おとなの本♪（数字は背ラベルの番号です）

『スケッチジャーナル』/002.7

『マンガで解決親の介護とお金が不安で

す』/369.2

『グルメ宝島』/596.0

『dancyuアウトドアクッキングでもおい

しく！』/596.4

『新・入り婿侍商い帖』/913.6

『あのポプラの上が空』/913.6

♪こどもの本♪（数字は背ラベルの番号です）

『ミラクルガール相談室女の子のトリセツ』

/K159

『剣豪へのタイムワープ』/K210

『大迫力！禁断の都市伝説大百科』K388

『エレベーター』/KE

『スイカワンときもだめし』/KE

『リトル☆バレリーナ 3』/K913

『スイカワンときもだめし』
澤野 秋文／作

『ほんとはスイカ』

昼田 弥子／ぶん

何箇所か変更点があります。お気をつけてお越しください。

また、夏休み期間中、小学校は運休します。

わたしたちのまちでは、まいとしなつにきもだ

めしをする。わたしとおとうとが、きもだめし

をするこうえんにいくと、たくさんのこどもが

あつまっていた。こうえんからスタートして、

じんじゃにむかい、じんじゃにあるいたに、く

ばられたスタンプをおしてかえってくるんだっ

て。わたしたちのじゅんばんがきて、まっくら

なみちをすすんでいくと…。

イトウくんは「おれはスイカだ」というイ

カとであった。イカなのは「スをおとして

しまったからだ」という。みちにおちてい

た「ス」があたまにはりついて、イトウく

んは「スイトウ」になってしまった。ごし

ごしとあらわれたイトウくんは、「ス」と

「ウ」がはがれて、「イト」になってしま

い…。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　♪9月のカレンダー♪
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
★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。
　

本耶馬渓図書館だより Ｎｏ．70（２０２１.9）

短い夏休みも終わりましたね。夏休みの時には、たくさんご来館してくださ

り、ありがとうございました。

まだまだ暑い日が続きますが、暦の上では「秋」になります。今月の２１日

は、「中秋の名月」ですね。お月見団子を作ったり、ススキや秋の七草を

飾ったりするのでしょうか。もしくは、このご時世でもありますし、月を見

ながら一杯！するのも楽しいかもしれませんね。

マスク着用する日々ではありますが、皆さんのご来館をお待ちしています🌛

マスク生活でお肌を見せることが少なくなってきていますが、

そのお肌荒れてませんか？
マスクで隠しているからいいや～って手抜きがちになりますが、

汚肌（おはだ）から美肌にするには簡単ではありません！

マスクをしない生活までに、今からキレイを目指しませんか。

「佐伯式艶肌術と心

磨き」
佐伯 チズ／著

「暮らしのアイディア

the Best」

「毛穴道」
毛穴道研究会／著

「心と体がうるおう肌

にやさしい手作り石け

ん」
木下 和美／著



移動図書館運行表：祝日・5週目は運休します。
曜日 地区 曜日 地区

第１月曜 樋田 第１水曜 上津

第３月曜 第３水曜

9/6

9/15

第２月曜 樋田

第４月曜

9/13

9/27

第２水曜 東谷

第４水曜

9/8
9/22

樋田

西谷

駐車地 予定時間

JA中津下毛農協裏（倉庫前） １０：１５～１０：２５

東谷地区老人憩いの家 １１：１５～１１：２５

１３：４５～１４：００

生活支援ハウス本耶馬渓 １４：５０～１５：０５

大田商店前 １１：００～１１：１０

あんず １０：５０～１１：０５

万千百園 １１：１０～１１：２０

１０：３０～１０：４５

１３：００～１３：４０上津小学校

御祖神社前 １４：０５～１４：２０

折元神社 １４：３０～１４：４０

東谷つばき地区 １０：４０～１０：５５

かえで

下筈林道入口 １５：１０～１５：２５

高齢者福祉センター

西谷温泉下

樋田小学校

１１：３０～１１：４０

羅漢下組 １１：２５～１１：３５

平原地区 １４：５０～１５：０５

桧木地区

小野商店前

１３：００～１３：４０

１４：３５～１４：４５

１４：００～１４：１５

１４：２０～１４：３０雲谷寺前（名称変更）

洞門の郷 １４：２０～１４：３５

兎洞電気

八千代保育園 １３：３０～１３：４５

下曽木市営住宅 １４：０５～１４：１５

１３：５０～１４：００

駐車地 予定時間

上浜田住宅 １０：２０～１０：３０

中島バス停前 １１：００～１１：１０

屋形郵便局前 １１：００～１１：１０

麻野屋商店前 １０：４０～１０：５５

クワバラ理容店付近 １１：１５～１１：３０

下屋形恵良 １１：２０～１１：３０

多志田ゲートボール場前 １０：４０～１０：５５

冠石野お堂の前 １０：２５～１０：３５

発行：本耶馬渓図書館（52-3033 本耶馬渓公民館１階）

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！

9月のおすすめえほん 「しゅくだい」のおはなしです✏

♪おとなの本♪（数字は背ラベルの番号です）

『その気遣い、むしろ無礼になっていま

す！』/336.4

『1分「耳ストレッチ」』/492.7

『DIYの楽しみ方』/527

『今日もコーヒーを淹れて』/590.4

『まる、今日は何してた？』/599.0

『年収の9割は声で決まる！』/809.2

『白光』/913.6

♪こどもの本♪（数字は背ラベルの番号です）

『開廷！こども裁判』/K320

『いきものたちのサバイバル子育て図鑑』

/K481

『「イミがわからない…」がなくなる！子ど

もの読解力』/K817

『5秒後に意外な結末』K913

『みんなのためいき図鑑』/K913

『うちのねこ』/KE

『オレじてんしゃ』/KE

『宿題ファイター』
よしなが こうたく／さく

『シロクマのしゅくだい』

ティラ・ヒーダー／さく

何箇所か変更点があります。お気をつけてお越しください。

宿題(しゅくだい)なんてやるもんかと、紙飛行

機(かみひこうき)にしてとばしてしまった番長。

ところが、つぎの日、学校に行ってみると、

どこかにとんでいってしまったはずの自分の

宿題がちゃんと提出(ていしゅつ)されていた。

いったいだれが!?番長が犯人(はんにん)をつか

まえてみると…。博多弁(はかたべん)でもよめ

ます。

シロクマについてしってることは?すっごく

おおきい。なんかたべる。たぶんらんぼう。

しゅくだいをはじめたとき、ソフィーがか

んじたのはこんなこと。そこにシロクマの

オラファーがやってきて、いっしょにほっ

きょくへいくことに。やがてソフィーは、

ほっきょくが「なにもない、こおりだけの

せかい」ではないことにきづきはじめ…。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　♪10月のカレンダー♪
日 月 火 水 木 金 土

1 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
★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。
　

本耶馬渓図書館だより Ｎｏ．7１（２０２１.１０）

23日に、

日頃のご利用、ありがとうございます。急に涼しくなりましたが、皆様いか

がお過ごしでしょうか？。

ずいぶん過ごしやすくなりましたが、コロナのおかげで、またいつもと違う

秋がめぐってきます。ほんとうに、うんざりしてしまいますが、上手に気分

転換をしながらウイズ・コロナを過ごしたいと思います。

図書館には、様々なジャンルの本をご準備しております。

ぜひ、お役立てください。皆様のご来館をお待ちしています。

気候が良くなってきて外に出るのもよい季節です。こんな時期、

バードウォッチングなんて、いかがでしょう？
日頃身近にいても名前を知らない小鳥が、キレイな声でさえずっ

ていたりします。名前はなんていうのかな？なんて、ちょっと調

べてみるのも一興ですよ。

「子どもと一緒に覚えたい

野鳥の名前」
山崎 宏／監修

「ほっこり 鳥日和」
叶内拓哉／写真

「街‣野山‣水辺で見かける

野鳥図鑑」
樋口 広芳 ／監修



移動図書館運行表：祝日・5週目は運休します。
曜日 地区 曜日 地区

第１月曜 樋田 第１水曜 上津

第３月曜 第３水曜

10/4 10/6

10/18 10/20

第２月曜 樋田

第４月曜

10/11

10/25

第２水曜 東谷

第４水曜

10/13
10/27

樋田

西谷

駐車地 予定時間

JA中津下毛農協裏（倉庫前） １０：１５～１０：２５

東谷地区老人憩いの家 １１：１５～１１：２５

１３：４５～１４：００

生活支援ハウス本耶馬渓 １４：５０～１５：０５

大田商店前 １１：００～１１：１０

あんず １０：５０～１１：０５

万千百園 １１：１０～１１：２０

１０：３０～１０：４５

１３：００～１３：４０上津小学校

御祖神社前 １４：０５～１４：２０

折元神社 １４：３０～１４：４０

東谷つばき地区 １０：４０～１０：５５

かえで

下筈林道入口 １５：１０～１５：２５

高齢者福祉センター

西谷温泉下

樋田小学校

１１：３０～１１：４０

羅漢下組 １１：２５～１１：３５

平原地区 １４：５０～１５：０５

桧木地区

小野商店前

１３：００～１３：４０

１４：３５～１４：４５

１４：００～１４：１５

１４：２０～１４：３０雲谷寺前（名称変更）

洞門の郷 １４：２０～１４：３５

兎洞電気

八千代保育園 １３：３０～１３：４５

下曽木市営住宅 １４：０５～１４：１５

１３：５０～１４：００

駐車地 予定時間

上浜田住宅 １０：２０～１０：３０

中島バス停前 １１：００～１１：１０

屋形郵便局前 １１：００～１１：１０

麻野屋商店前 １０：４０～１０：５５

クワバラ理容店付近 １１：１５～１１：３０

下屋形恵良 １１：２０～１１：３０

多志田ゲートボール場前 １０：４０～１０：５５

冠石野お堂の前 １０：２５～１０：３５

発行：本耶馬渓図書館（52-3033 本耶馬渓公民館１階）

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！

10月のおすすめえほん 「バス」のおはなしです🚌

♪おとなの本♪（数字は背ラベルの番号です）

『12色キャラ診断』/141.9

『だいたい更年期』/495.1

『世界一美味しい「プロの手抜き和食」安

部ごはんベスト102レシピ』/596.2

『すぐ寝る、よく寝る赤ちゃんの本』

/599.4

『ドジ猫』/645.7

『透明な螺旋』/913.6

『ＨＳＰ妻とおおらかフランス人夫の

日常』/916

♪こどもの本♪（数字は背ラベルの番号です）

『しらべるちがいのずかん』/K031

『実験対決 38』/K407

『マグカップでまぜるだけ ふわふわ

ケーキ』/K596

『もののけ屋［4］』/K913

『ぼくらのスクープ』/K913

『ようせいのおひめさまになれるまほうの

とびら』/KE

『おばけのキルト』/KE

『アニマルバスとくものうえ』
あさの ますみ／ぶん

『パンダツアー』

のはな はるか／さく

何箇所か変更点があります。お気をつけてお越しください。

ラビィはいちばんちいさなアニマルバス。み

ならいバスのなかまたちがピクニックにでか

けるひ、ラビィはワクワクしながらまちあわ

せばしょにいきました。ところが、みんなは

しょんぼりがお。そらはどんよりくもりぞら

で、これからあめがふるようです。ラビィが

がっかりしたそのとき、そらから「ぽてん」

と、もふもふしたいきものがふってきて…。

パンダバスにのって、えさがしのたびにで

かけよう!みずたまだらけのびじゅつかん、

なんでもそろうびっくりデパート、きらき

らかがやくおほしさまのゆうえんち…。い

ろいろなかんこうばしょで、「パンダツ

アーのみどころ」にあるもんだいのえをさ

がしてみよう。ほんのはじめにのっている

もんだいにも、ちょうせんしてね



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　♪11月のカレンダー♪
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
★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。

本耶馬渓図書館だより Ｎｏ．７２（２０２１.１１）

23日に

、

☆秋の読書週間イベント開催中！

朝晩も冷え込んできましたね。しかし、外を見れば綺麗な紅葉を見ることができます。今年は少しずつイ

ベント等が再開しつつあり、活気が戻りつつあります。感染対策をしながら、少しお出かけするのもいい

かもしれませんね。

１１月には、いろいろな行事や記念日がありますが、１１月２４日は何の日か知っていますか？「いい

（11）に（2）ほんしょ（4）く」で、和食の日だそうです。和食というと手間のかかるイメージがあり

ます。しかし、図書館には、美味しく簡単に作れる本もありますので、是非手に取ってみて参考にしてく

ださい。

今月も皆様のご来館をお待ちしております。

「地球で暮

らすきみた

ちに知って

ほしい50の

こと」 ラー

ス・ヘンリク・

オーゴード

聞いたことあるけどよくわからない言葉、仕組みとかありますよね。

とてもわかりやすく書かれている資料を、テーマに分けてを紹介しま

す！

「10代から

のSDGs」
原 佐知子／

著

「超わかりや

すく政治につ

いて教えてく

ださい」
浜田 龍太郎／

監修

「12歳の少女

が見つけたお

金のしくみ」
泉 美智子／著

「見るだけでＩＴ用語図

鑑」
草野 俊彦／著



移動図書館運行表：祝日・5週目は運休します。
曜日 地区 曜日 地区

第１月曜 樋田 第１水曜 上津

第３月曜 第３水曜

11/15 11/17

第２月曜 樋田

第４月曜

11/8

11/22

第２水曜 東谷

第４水曜

11/10
11/24

樋田

西谷

クワバラ理容店付近 １１：１５～１１：３０

下屋形恵良 １１：２０～１１：３０

多志田ゲートボール場前 １０：４０～１０：５５

冠石野お堂の前 １０：２５～１０：３５

駐車地 予定時間

上浜田住宅 １０：２０～１０：３０

中島バス停前 １１：００～１１：１０

屋形郵便局前 １１：００～１１：１０

麻野屋商店前 １０：４０～１０：５５

八千代保育園 １３：３０～１３：４５

下曽木市営住宅 １４：０５～１４：１５

１３：５０～１４：００

洞門の郷 １４：２０～１４：３５

兎洞電気

１４：３５～１４：４５

１４：００～１４：１５

１４：２０～１４：３０雲谷寺前（名称変更）

東谷つばき地区 １０：４０～１０：５５

かえで

下筈林道入口 １５：１０～１５：２５

高齢者福祉センター

西谷温泉下

樋田小学校

１１：３０～１１：４０

羅漢下組 １１：２５～１１：３５

平原地区 １４：５０～１５：０５

桧木地区

小野商店前

１３：００～１３：４０

１３：００～１３：４０上津小学校

御祖神社前 １４：０５～１４：２０

折元神社 １４：３０～１４：４０

駐車地 予定時間

JA中津下毛農協裏（倉庫前） １０：１５～１０：２５

東谷地区老人憩いの家 １１：１５～１１：２５

１３：４５～１４：００

生活支援ハウス本耶馬渓 １４：５０～１５：０５

大田商店前 １１：００～１１：１０

あんず １０：５０～１１：０５

万千百園 １１：１０～１１：２０

１０：３０～１０：４５

発行：本耶馬渓図書館（52-3033 本耶馬渓公民館１階）

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！

11月のおすすめえほん 「にんじゃ⚔」のおはなしです

♪おとなの本♪（数字は背ラベルの番号です）

『見るだけでＩＴ用語図鑑』/007

『高知［2021］』/291.8

『品格の教科書』/385.9

『一日たった２分！ズボトレ』/498.3

『ひとりぶん、ふたりぶん刺身パック

でさかなのつまみ』/596.3

『おかあさんライフ。毎日一緒におさ

んぽ編』/599.0

『ペッパーズ・ゴースト』/913.6

♪こどもの本♪（数字は背ラベルの番号です）

『なぜ、穴を見つけるとのぞきたくなる

の？』/K031

『大人も知らない！？偉人の実は…』

/K210

『火も包丁も使わない！はじめてのお料理

ＢＯＯＫ 楽チンしっかりおかず編』/K596

『怪奇伝説バスターズ』/K913

『ゴリラさんは』/KE

『ゆめぎんこう ちいさなおきゃくさま』

/KE

『がるるにんじゃになる』
ふじかわ たかこ／さく・

『にん・にん・じんのにんじんじゃ』

うえだ しげこ／ぶん・え

何箇所か変更点があります。お気をつけてお越しください。

にんじゃのほんをよみ、にんじゃになりたい

とおもったがるる。そうだんすると、おとう

さんとおかあさんは「がっこうにいってほし

い」といい、せんせいやおじいさん、おばあ

さんは「やめたほうがいい」といいます。だ

けど、よぞらはさんせいしてくれました。が

るるはにんじゃになることにしました!そして、

にんじゃのししょうのところへいき…。

にんじんじゃは、りっぱなにんじゃになる

ためにしゅぎょうちゅう。だけど、しゅ

ぎょうをさぼってふざけていたら、とのさ

まにおこられ、「けんのたつじん、しいた

けんしをさがしてまいれ」と、おもいやく

めをいいわたされた。しいたけんしをみつ

けたにんじんじゃは、にんじんしゅりけん

をなげてみるが…。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　♪12月のカレンダー♪
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
★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。

本耶馬渓図書館だより Ｎｏ．７２（２０２１.１2）

冬将軍の到来する頃となりました。忘年会やクリスマスなどの楽しみもありますが、大掃除もしたいし…と、

年末年始に備え、慌ただしく過ぎる毎日が続きますね。

さて、新型コロナウイルスの感染状況が少し落ち着き、図書館の開館時間が11月8日から平常に戻り、18

時までとなっております。再度の時間変更もありうる状況ではありますが、マスク着用と手指消毒を継続し

ていただけますよう、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

また、下記の通り、今月は休館日が多くなっておりますが、新年のイベントも準備させて頂いております。

お忙しい中とは思いますが、皆様のご来館をお待ちしております。

ゆで卵のおかかしょうゆのせ、チーズせんべい、お手軽タンドリーチキン、ね

ぎ玉チャーハン…。パパッと簡単に作れる、お酒を愛するズボラ女子のための

おしゃれ見えレシピを紹介します。

「ツレハナ亭の 家飲みごはん」 ツレヅレハナコ／著

蔓延防止対策が解除になり、この年末年始は昨年よりお酒を飲む機会が増えるかもしれませんね。

今月は、その楽しみ方の参考にできる本を集めてみました。

お酒を「百薬の長」にする! 「毎日決まった時間に飲む」「高たんぱく・低糖

質のおつまみが肝臓をいたわる」など、飲み方&おつまみのコツを名医が伝授。

お酒にまつわるQ&Aも掲載しています。

「酒好き名医が教える健康にいい お酒の飲み方」 葉石 かおり／著

スパイシーチョコ、台湾風ねぎパイ、プチシュータワー…。ワイン、洋酒、

ビールにぴったりで、家呑み・女子会におススメの、お酒と一緒に楽しめるス

イーツのレシピを紹介します。

「お酒にあうスイーツレシピ」 新田 亜素美／著

☆12月1日（水）館内整理日のため、

☆12月6日（月）～10日（金）曝書のため、

☆12月28日（火）～1月4日（火）年末年始のため、

☆1月5日（水）館内整理日のため、お休みします。

🗻新年は1月6日（水）から、開館します。

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！



移動図書館運行表：祝日・5週目は運休します。
曜日 地区 曜日 地区

第１月曜 樋田 第１水曜 上津

第３月曜 第３水曜

12/20 12/15

第２月曜 樋田

第４月曜

12/13

12/27

第２水曜 東谷

第４水曜

12/22
樋田

西谷

クワバラ理容店付近 １１：１５～１１：３０

下屋形恵良 １１：２０～１１：３０

多志田ゲートボール場前 １０：４０～１０：５５

冠石野お堂の前 １０：２５～１０：３５

駐車地 予定時間

上浜田住宅 １０：２０～１０：３０

中島バス停前 １１：００～１１：１０

屋形郵便局前 １１：００～１１：１０

麻野屋商店前 １０：４０～１０：５５

八千代保育園 １３：３０～１３：４５

下曽木市営住宅 １４：０５～１４：１５

１３：５０～１４：００

洞門の郷 １４：２０～１４：３５

兎洞電気

１４：３５～１４：４５

１４：００～１４：１５

１４：２０～１４：３０雲谷寺前（名称変更）

東谷つばき地区 １０：４０～１０：５５

かえで

下筈林道入口 １５：１０～１５：２５

高齢者福祉センター

西谷温泉下

樋田小学校

１１：３０～１１：４０

羅漢下組 １１：２５～１１：３５

平原地区 １４：５０～１５：０５

桧木地区

小野商店前

１３：００～１３：４０

１３：００～１３：４０上津小学校

御祖神社前 １４：０５～１４：２０

折元神社 １４：３０～１４：４０

駐車地 予定時間

JA中津下毛農協裏（倉庫前） １０：１５～１０：２５

東谷地区老人憩いの家 １１：１５～１１：２５

１３：４５～１４：００

生活支援ハウス本耶馬渓 １４：５０～１５：０５

大田商店前 １１：００～１１：１０

あんず １０：５０～１１：０５

万千百園 １１：１０～１１：２０

１０：３０～１０：４５

発行：本耶馬渓図書館（52-3033 本耶馬渓公民館１階）

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！

12月のおすすめえほん 「てぶくろ」のおはなしです

♪おとなの本♪（数字は背ラベルの番号です）

『「会社は無理ゲー」な人がノビノビ

稼ぐ方法』/159.4

『覚えておきたい総理の顔』/312.1

『DELISH KITCHEN がんばらなくて

もおいしい！節約レシピ』/596

『汚部屋がピカピカになると世界が変

わる！業者の㊙家そうじ』/597.9

『りえさん手帖 3』/726.1

『ものがたりの賊(やから)』/913.6

『笑うマトリョーシカ』/913.6

♪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心の不思議』

/K140

『北条義時』/K289

『どっちがつよい⁉ 9・10』/K404

『危険生物』/K480

『秘密の魔女フレンズ 3』/K913

『はんぴらり！ 4』/K913

『クリスマスべんとう』/KE

『おいものもーさん』/KE

『ノラネコぐんだんラーメンやさん』/KE

『あかいてぶくろ』
はやし きりん／ぶん

『てぶくろ』
アルビン・トレッセルト／再話

何箇所か変更点があります。お気をつけてお越しください。

また、冬休み期間中、小学校は運休します。

いつもおんなのこのてをあたためていた、ひ

とくみのちいさなあかいてぶくろ。あるひ、

おんなのこは、もりのなかで、みぎのてぶく

ろをなくしてしまいます。みぎのてぶくろは、

こうさぎのふたごのぼうしになったり、のね

ずみたちのふとんになったり、りすのセー

ターになったりするうちに、すっかりほころ

びて、かたちがかわってしまいましたが…。

とてもさむいふゆのもり、おとこのこがてぶくろ

をかたほうおとしました。ちいさなネズミがポン

ととびこみ、まもなくカエルがやってきて、ふく

ろうは「おとなしくしているなら」といれてもら

いました。ウサギとキツネにオオカミがはいると、

てぶくろはぎゅうぎゅうづめです。むりだという

のにイノシシが、クマがはいったらぬいめがはじ

け、コオロギがとびこんだとたん、とうとうてぶ

くろはバラバラにはじけてしまいました。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　♪1月のカレンダー♪
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
★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。

本耶馬渓図書館だより Ｎｏ．７４（２０２２.１）

23日に

、

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

ろしくお願い致します。

お正月は、ゆっくり静かに過ごされたのでしょうか？今年は、少しずつお出かけ

やイベント等を楽しんでいきたいですね。

本耶馬渓図書館では新春のイベント「プレゼントくじ」を開催します。お

時間がある方は是非、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！

「みんな、本当はおひ

とりさま」

久本雅美／著

芸能人が書いた本は多く出版されています。その中でも、今回は「お笑い」の方を中心に紹介します。

テレビやYouTubeで見るのとは違う姿を感じるかもしれませんよ。

「阿佐ケ谷姉妹ののほ

ほんふたり暮らし」
阿佐ケ谷姉妹／著

「80歳、何かあきらめ、

何もあきらめない」
萩本 欽一／著

「サンドウィッチマン

の俺等に聞くの!?」
サンドウィッチマン／著

テレビドラマに

なりましたね👓

好感度ナン

バーワン🤩

女芸人といえば

…マチャミ？！

視聴率100％

男！？



移動図書館運行表：祝日・5週目は運休します。
曜日 地区 曜日 地区

第１月曜 樋田 第１水曜 上津

第３月曜 第３水曜

1/17 1/19

第２月曜 樋田

第４月曜

1/24

第２水曜 東谷

第４水曜

1/12
1/26

樋田

西谷

クワバラ理容店付近 １１：１５～１１：３０

下屋形恵良 １１：２０～１１：３０

多志田ゲートボール場前 １０：４０～１０：５５

冠石野お堂の前 １０：２５～１０：３５

駐車地 予定時間

上浜田住宅 １０：２０～１０：３０

中島バス停前 １１：００～１１：１０

屋形郵便局前 １１：００～１１：１０

麻野屋商店前 １０：４０～１０：５５

八千代保育園 １３：３０～１３：４５

下曽木市営住宅 １４：０５～１４：１５

１３：５０～１４：００

洞門の郷 １４：２０～１４：３５

兎洞電気

１４：３５～１４：４５

１４：００～１４：１５

１４：２０～１４：３０雲谷寺前（名称変更）

東谷つばき地区 １０：４０～１０：５５

かえで

下筈林道入口 １５：１０～１５：２５

高齢者福祉センター

西谷温泉下

樋田小学校

１１：３０～１１：４０

羅漢下組 １１：２５～１１：３５

平原地区 １４：５０～１５：０５

桧木地区

小野商店前

１３：００～１３：４０

１３：００～１３：４０上津小学校

御祖神社前 １４：０５～１４：２０

折元神社 １４：３０～１４：４０

駐車地 予定時間

JA中津下毛農協裏（倉庫前） １０：１５～１０：２５

東谷地区老人憩いの家 １１：１５～１１：２５

１３：４５～１４：００

生活支援ハウス本耶馬渓 １４：５０～１５：０５

大田商店前 １１：００～１１：１０

あんず １０：５０～１１：０５

万千百園 １１：１０～１１：２０

１０：３０～１０：４５

発行：本耶馬渓図書館（52-3033 本耶馬渓公民館１階）

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！

1月のおすすめえほん 「やさしくなれる」おはなしです💛

♪おとなの本♪（数字は背ラベルの番号です）

『「あとから怒りがわいてくる人」の

ための処方箋』/141.6

『成績が上がる学びの習慣』/375

『肩と首はもまずにつまんで、ゆらし

なさい』/493.6

『ぽんぽんでかわいい四季のどうぶつ

たち』/594.9

『Come home! vol.66』/597

『風呼ぶ狐』/913.6

♪こどもの本♪（数字は背ラベルの番号です）

『北条政子』/K289

『くらしの中のきほんのしくみ』/K500

『リサイクルでかんたん！エコ手芸』

/K594

『ワケあり！？なるほど語源辞典』/K812

『本好きの下剋上 第2部[3]』/K913

『すてきなテーブル』/KE

『ライオンのこころ』/KE

『ライオンのこころ』
レイチェル・ブライト／ぶん

『しんせつなともだち』

方 軼羣／作

何箇所か変更点があります。お気をつけてお越しください。

ちっちゃくてとんでもはねてもオーイってよ

んでも、だれにもきづいてもらえないネズミ

のくらしはたいへんでした。いっぽう、ライ

オンのくらしはまるっきりちがいます。から

だもこえもおおきいライオンは、みんなのあ

こがれのまと。あるひネズミは、じぶんもほ

えることができればみんなにきづいてもらえ

るとひらめいて…。

たべものがないさむいふゆのこと。おなか

をすかせたウサギは、ゆきのなかにかぶを

ふたつみつけると、ひとつだけたべて、も

うひとつはともだちのロバのところへとど

けることにしました。ロバはるすだったの

で、うさぎはかぶをいえにおいてかえりま

す。そとからサツマイモをもってかえって

きたロバはびっくり。なので、ロバは…。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　♪２月のカレンダー♪
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
★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。

本耶馬渓図書館だより Ｎｏ．７５（２０２２.２）

23日に

、

寒い日が続いていますね。コロナのおかげでお出かけもままになりません

が、暦の上ではもう春です。旅行ガイドなどで旅気分を味わいながら、ア

フターコロナにそなえませんか？春一番と一緒に、いやな気分も吹き飛ば

してしまいましょう。

図書館では、近県以外のガイドも取り揃えております。是非ご覧ください。

皆様のご来館をお待ちしています！

「極上のバラづくり」

木村卓功／著

バラを育ててみませんか？

「我が家がバラで大変身」 「シニアのためのバラ栽培」

高木絢子／著

「アフターガーデニング

を楽しむバラ庭づくり」

元木はるみ／著

50年にわたって

バラづくりをしてきた

著者が、シニアの方に

具体的にアドバイス。

バラの美しさを、

存分に楽しんだ後は…

広い庭でなくても大丈夫！

夢を実現した100の実例。

ちょっと

上級の方には

こちらが、オススメ！

「バラは、育てるのが難しい・・・。」と思われていますが、近年育てやすい品種も出るように

なって、ガーデニングの代表選手のようになっています。あなたも、育ててみませんか？



移動図書館運行表：祝日・5週目は運休します。
曜日 地区 曜日 地区

第１月曜 樋田 第１水曜 上津

第３月曜 第３水曜

2/7

2/21 2/2

第２月曜 樋田 2/16

第４月曜

2/14

第２水曜 東谷

第４水曜

2/9

樋田

西谷

駐車地 予定時間

JA中津下毛農協裏（倉庫前） １０：１５～１０：２５

東谷地区老人憩いの家 １１：１５～１１：２５

１３：４５～１４：００

生活支援ハウス本耶馬渓 １４：５０～１５：０５

大田商店前 １１：００～１１：１０

あんず １０：５０～１１：０５

万千百園 １１：１０～１１：２０

１０：３０～１０：４５

１３：００～１３：４０上津小学校

御祖神社前 １４：０５～１４：２０

折元神社 １４：３０～１４：４０

東谷つばき地区 １０：４０～１０：５５

かえで

下筈林道入口 １５：１０～１５：２５

高齢者福祉センター

西谷温泉下

樋田小学校

１１：３０～１１：４０

羅漢下組 １１：２５～１１：３５

平原地区 １４：５０～１５：０５

桧木地区

小野商店前

１３：００～１３：４０

１４：３５～１４：４５

１４：００～１４：１５

１４：２０～１４：３０雲谷寺前（名称変更）

洞門の郷 １４：２０～１４：３５

兎洞電気

八千代保育園 １３：３０～１３：４５

下曽木市営住宅 １４：０５～１４：１５

１３：５０～１４：００

駐車地 予定時間

上浜田住宅 １０：２０～１０：３０

中島バス停前 １１：００～１１：１０

屋形郵便局前 １１：００～１１：１０

麻野屋商店前 １０：４０～１０：５５

クワバラ理容店付近 １１：１５～１１：３０

下屋形恵良 １１：２０～１１：３０

多志田ゲートボール場前 １０：４０～１０：５５

冠石野お堂の前 １０：２５～１０：３５

発行：本耶馬渓図書館（52-3033 本耶馬渓公民館１階）

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！

2月のおすすめえほん 「せかいでいちばんのばしょを、さがす」おはなしです🌏

♪おとなの本♪（数字は背ラベルの番号です）

『素敵な人になるための読書案内。』

/019.9

『「鎌倉殿」登場！』/210.4

『おうちでかんたん漢方ごはん』

/498.5

『ちょっと背伸びのもの選び』/590.4

『うちの猫がまた変なことしてる。6』

/645.7

『愚かな薔薇』/913.6

♪こどもの本♪（数字は背ラベルの番号です）

『Ｎｏ.1ひらめき頭がよくなる♥

オトナ力アップ！なぞなぞ＆クイズ』/K031

『図解大事典絶滅動物』/K457

『みんなが知りたい！宝石のすべて』/K457

『放課後★七不思議！』/K913

『謎解きミステリー』/K913

『ようかいむらのにこにこまめまき』/KE

『たびするプリンセスとすてきなせかいの

くに』/KE

『せかいでいちばんのばしょ』
ペトル・ホラチェック／さく

『せかいでいちばんステキなばしょ』

川嶋 のりみ／文・絵

何箇所か変更点があります。お気をつけてお越しください。

うつくしいのはらにすむのうさぎが、あるひ、

「ぼくらのはらっぱは、せかいでいちばんの

ばしょかな?」と、あなうさぎにたずねた。ほ

かのともだちにもたずねた。でも、こたえは

でない。ついにのうさぎは、はらっぱをあと

にして、せかいでいちばんのばしょをさがす

たびにでた。すると、くだものがみのる、ひ

ろびろとしたのはらをみつけ…。

「だれにもじゃまされない、ぼくだけのば

しょ。どこかにないかな?」のらねこのショウ

は、きょうもステキなばしょをさがしていま

す。へいのうえ、くるまのボンネットのうえ、

ダンボールばこのなか。せっかくばしょをみ

つけても、すぐによこどりされたり、なくし

たりしてしまいます。あるひ、ショウはベン

チにすわるおばあさんとであって…。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　♪3月のカレンダー♪
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
★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。

本耶馬渓図書館だより Ｎｏ．７６（２０２２.３）

厳しい寒さが過ぎ、ようやく暖かい季節になりました。「行く」「逃げ

る」「去る」ように時間が経つ３月ですが、皆様はいかがお過ごしでしょ

うか。2022年の大分の桜の開花予想は3/23（水）となっており、もう

すぐ桜の咲く季節になります🌸図書館の窓から見える景色は綺麗ですの

で、気分転換に足をお運びください。

皆様のご来館をお待ちしています！

４月から本耶馬渓に新しい雑誌が入ります。

「ポップティーン」（月刊：中高生向けファッション誌）

「kodomoe」（隔月：子育て・絵本に関する雑誌）

３月号で終了します。
「ミセスのスタイルブック」「ことりっぷマガジン」

「かぞくのじかん」「haru-mi」※vol.61で休刊

※3月号で終了する雑誌は他の図書館から取寄せることが

できます。ご希望の際はお気軽にお声かけください。

変更点があります。
「婦人公論」（隔週刊→月刊に変更）

「テレビマガジン」（月刊→隔月に変更）

図書館の便利な機能があるのを知っていますか？

スマホやパソコンを使って、「本の予約」「予約連絡をメールで受信」「本の貸出延長」「新刊本リス

トの確認・メール受信」「貸出本の履歴確認」ができるんです！✉

ちょっとしたすき間時間に、スマホやパソコンを使ってチェックしてみてはいかがでしょう？



移動図書館運行表：祝日・5週目は運休します。
曜日 地区 曜日 地区

第１月曜 樋田 第１水曜 上津

第３月曜 第３水曜

3/7 3/2

3/16

第２月曜 樋田

第４月曜

3/14

3/28

第２水曜 東谷

第４水曜

3/9
3/23

樋田

西谷

駐車地 予定時間

JA中津下毛農協裏（倉庫前） １０：１５～１０：２５

東谷地区老人憩いの家 １１：１５～１１：２５

１３：４５～１４：００

生活支援ハウス本耶馬渓 １４：５０～１５：０５

大田商店前 １１：００～１１：１０

あんず １０：５０～１１：０５

万千百園 １１：１０～１１：２０

１０：３０～１０：４５

１３：００～１３：４０上津小学校

御祖神社前 １４：０５～１４：２０

折元神社 １４：３０～１４：４０

東谷つばき地区 １０：４０～１０：５５

かえで

下筈林道入口 １５：１０～１５：２５

高齢者福祉センター

西谷温泉下

樋田小学校

１１：３０～１１：４０

羅漢下組 １１：２５～１１：３５

平原地区 １４：５０～１５：０５

桧木地区

小野商店前

１３：００～１３：４０

１４：３５～１４：４５

１４：００～１４：１５

１４：２０～１４：３０雲谷寺前（名称変更）

洞門の郷 １４：２０～１４：３５

兎洞電気

八千代保育園 １３：３０～１３：４５

下曽木市営住宅 １４：０５～１４：１５

１３：５０～１４：００

駐車地 予定時間

上浜田住宅 １０：２０～１０：３０

中島バス停前 １１：００～１１：１０

屋形郵便局前 １１：００～１１：１０

麻野屋商店前 １０：４０～１０：５５

クワバラ理容店付近 １１：１５～１１：３０

下屋形恵良 １１：２０～１１：３０

多志田ゲートボール場前 １０：４０～１０：５５

冠石野お堂の前 １０：２５～１０：３５

発行：本耶馬渓図書館（52-3033 本耶馬渓公民館１階）

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！

３月のおすすめえほん 「ラーメン」のおはなしです🍜

♪おとなの本♪（数字は背ラベルの番号です）

『九州’23』/291.9

『大人になるってどういうこと？』

/324.1

『医者が教える「効く」薬』/499.7

『「田舎そば川原」恵美子さんの料理

帖』/596

『母の待つ里』/913.6

『78歳母とブロガー娘の今日からいき

なり介護です』/916

♪こどもの本♪（数字は背ラベルの番号です）

『５分間思考実験ストーリー』/K116

『幻獣王最強バトル大図鑑』/K388

『激突！アニマルキング バトル3』/K480

『まわりと差がつく！"映え"スイーツレシピ』

/K596

『かず』/K814

『保健室経由、かねやま本館。4』/K913

『ジロッ』/KE

『あなのなかから…』/KE

『ねこのラーメンやさん』
KORIRI／さく・え

『ラーメンこうばん』

ささき みお／作

何箇所か変更点があります。お気をつけてお越しください。

また、春休み期間中、小学校は運休します。

ここは、まちでにんきのラーメンやさん。

ちょっぴりこせいてきなみけがらと、おしゃ

れなちょうネクタイがトレードマークのマオ

さんが、てぎわよくラーメンをつくっていき

ます。「へい!カツオラーメンいっちょうおま

ち〜!」ところが、せっかくおいしそうなラー

メンがでてきたのに、おきゃくさんたちはた

べようとしなくて…。

ここはラーメンこうばん。しんまいのラーメ

ンおまわりさんが、まちのへいわのためには

たらいています。あるひ、「ねこがわたしの

めんくわえていっちゃった」と、さんぷん

ラーメンからたすけをもとめるでんわが。い

えについたおまわりさんは、れいぞうこのう

えのねこをつかまえようとしますが…。ラー

メンおまわりさんのせいちょうものがたり。


