
『月のきほん  

    －ゆかいなイラストですっきりわかる－』  

 白尾  元理  著  446／シ  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヤングアダルト世代へ  

贈る図書館だより  

ＤＥＡＲ  ｆｏｒ  ＹＡ！  

―2021.9― 

 

夏休みも終わり、朝晩の涼しさを感じられるようになってきま

した。9 月 23 日の秋分の日を境に夜が昼より長くなり、帰宅

時間の空に秋の訪れを感じられるようになります。学校帰りや

散歩の途中にでも気軽に図書館をのぞいてみてくださいね。 

 

図書館からのおしらせ 
■9 月テーマ展示■ 

挾間図書館  ※休館中のためありません  

庄内図書館  ※休館中のためありません  

湯布院図書館※休館中のためありません  

 
 

 

 

 

 幕末から明治にかけて活躍し

た絵師芳年は月にちなんだ物語

を描いた月百姿シリーズを刊行。

全 100 点のうち 50 点が収録さ

れた本書には、「白兎を追う孫悟

空」「赤壁の戦い前夜の曹操」「構

想を練る紫式部」等が生き生きと

描かれており、同時に描かれた月

が存在感を引き立てています。  

■由布市立図書館３館休館のお知らせ■ 
  由布市立図書館（挾間・庄内・湯布院）は図書館シ

ステム入替えのため、下記の期間休館いたします。  

ご迷惑をおかけしますが、ご協力お願いいたします。 

  休館期間  8/25（水）～9/30（木）  

『月岡芳年  －最後の浮世絵師－』 

 神谷  浩  監修  721.8／ツ  

『動物にあいたい』  

 福田  幸広  著・写真  748／フ  

『つきにでかけたおんなのこ』ジェラール・フランカン  さく   

『日食と月食』藤井  旭  監修・写真  

『月夜とめがね』小川  未明  著  などもおすすめ！  

 

9 月 20 日～26 日は動物愛護週間です。 

時に憧れ、時に癒され、時に感動をくれる動物たち。 

そんな動物たちの魅力が感じられる本を紹介します。 

満ち欠けまでは小学校で習い

ますが、それ以外は中学校、高校

でも実はほとんど習っていない

月。月はなぜ追いかけてくるの？

月はどうやってうまれたの？な

ど、いろいろ理由を知ると月を眺

めることがもっと楽しくなりま

すよ。  

今年は 9 月 21 日（火）が中秋の名月にあたります。 

地球に一番近い天体「月」は太古から人間にとって大変馴染み深い存在です。  

 

 

かわいい動物に会いたいという

単純明快な理由から旅に出た写真

家が、日本中で出会った野生動物

たちを撮影した写真集です。川に

入って遊ぶイノシシ、群れでひな

たぼっこをするアザラシなど雄大

でのんびりと暮らす動物たちの息

づかいまで感じられるような作品

ばかりです。  

 情報にあふれ、人間同士の触れ

あいが少なくなった現代に他の生

き物から人間のあり方を理解する

必要があるのではないかとゴリラ

研究の第一人者の著者は考えま

す。人間に最も近縁な動物ゴリラ

から人間がどう生きていくべきか

学んでみませんか。  

『いやし犬まるこ  －お年よりによりそう犬の物語－』輔
すけ

老
たけ

 心
しん

 著  

『どうぶつのおっぱいずかん』今泉  忠明  監修  

『LIFE －人間が知らない生き方－』麻生  羽呂・篠原  かをり  著  

『人生で大事なことはみんなゴリラから教わった』  

山極  寿一  著  489.9／ヤ  

月 

★３館スタンプラリー★を行います！ 

 挾間・庄内・湯布院の各図書館で本を

借りて、スタンプを集めた方先着 100 人

に参加賞をプレゼントします。さらに抽

選で当たる賞品にも応募することができ

ます。ぜひご参加ください。  

期間：10 月 8 日（金）~11 月 7 日（日） 

※詳細は館内ポスターをご覧いただく

か、職員までお問合せください。  



リーンリーンと鳴くのはご存じ鈴虫。その他の音の正体は？ 

 

 

 

 

 
 

コロコロコロ  
リーリー  
（エンマコオロギ） 

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

９月の開館カレンダー

９月

  25日(月)・28日(火)  

休館日

１０月の休館日　4日(月）・11日（月）・18日（月）・

ミステリーの女王  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

  

 

 

  

    

  

  

 

 

 

 

 

 

由布市立図書館   
〒879-5506 由布市挾間町挾間 104-１（はさま未来館２階・３階） ☎097-586-3150 

 

庄内図書館  
〒879-5406 由布市庄内町大龍 1400(庄内公民館内 ) ☎097-582-0214 

 

湯布院図書館  
〒879-5192 由布市湯布院町川上 3738-1（ゆふいんラックホール１階） ☎0977-84-2604 

 

開館時間    火～金  午前 10 時～午後 6 時／土・日  午前 10 時～午後 5 時  

休館日     毎週月曜日・毎月最終火曜日・祝日・年末年始・蔵書点検期間  

<HP> http://www.city.yufu.oita.jp/library/  <E-mail> h_tosho@city.yufu.ｌｇ .jp 

 

『北欧の幸せな社会のつくり方』  

あぶみ  あさき  著  Y312.3／ア  

自由でお祭りのような選

挙、音楽フェスにひょっこ

り現れる首相、少女が始め

たストライキに大勢の賛同

者…日本とはあまりに違う

北欧の民主主義社会に目か

ら鱗が落ちます。18 歳に

なり選挙権を持つ前にぜひ

読んで欲しい本です。  

★そのほかの新着本★ 

 
 

『はなの街オペラ』森川  成美  作  

『スウィートホーム  －わたしのおうち－』花里  真希  著  

『夏休みルーム』はやみね  かおる  著  

『ハニーレモンソーダ  －映画ノベライズ  みらい文庫版－』  

村田  真優  原作   

『つくるひとびと』秋山  竜次（ロバート）著  

 
 
 

ほかにも面白い本がたくさん入っています♪ 

秋に鳴く虫 
 涼しくなると、夕暮れ時から

夜にかけて虫の声がにぎやか

に聞こえてきます。  

秋に鳴く虫は大きく分けて、コ

オロギ科とキリギリス科に二

分され、どちらもバッタ目。  

オスが求愛のために羽をこす

りあわせて音をだしています。 
 

 

『にっぽんの歳時記ずかん』  

平野  恵理子  著     

386.1／ヒ   

四季の生活、仕事、旬の  

食べ物にはじまり、渡り鳥  

の移動図や花冠の作り方な  

ど味わい深いイラストとともに紹介され

ています。季節の移ろいを感じながら楽

しみをみつけられそうな 1 冊です。  

 

 

  

 1890 年 9 月 15 日にイギリスで生まれた作家アガサ・クリスティーは 100 以上の長編・短編・戯曲な

どを執筆し、推理小説の多くは世界的ベストセラーとなりました。ミステリーの女王とも言われた彼女の  

          作品は現在でも映画やドラマで映像化され人気を博しています。 

代表作はこれ !! 

『そして誰もいなくなった』933/ク  

  孤島のお屋敷に集められた 10 人

の男女。レコードから流れる不気味な

声を合図に死のゲームがスタートす

る。姿の見えない家主、犯人はいった

い誰なのか！  

 ミステリ－史上最も有名な傑作です。 

 

  

 

 

ちょっとひと息 
 

巻頭にイラスト付きのあらすじと登場人物紹

介がありとてもわかりやすい！ 

★ハヤカワ ジュニア ミステリシリーズ★ 

『名探偵ポアロ ABC 殺人事件』 

『名探偵ポアロ オリエント急行の殺人』 

『ミス・マープルの名推理  予告殺人』 
などアガサクリスティーの作品がそろってい

ます。 

ＰＩＣＫ  ＵＰ！新着本  

 

チョンギース  
（キリギリス） 

スイーッチョ  
（ウマオイ） ルルルルー  

（カンタン） 


