
 

直方市立図書館のホームページにログイン

して自分のメールアドレスを登録すると、予

約の本が準備できた連絡をメールで受け取る

ことができます。貸出中の本に自分のスマホ

やパソコンから予約することも、資料の貸出

延長の手続きもできます！   

詳しくは、館内のチラシか職員にお問い合

わせください。 

 

 

 

※パスワードが４桁と８桁のどちらになるかは、 

カード作成の時期によります。 

例 : 2022 年１月１日生まれのかたの場合 

カード作成が 2018 年 3 月以前のかた→４桁：0101   

2018 年 4 月以降のかた→８桁：20220101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開催場所：♪…ユメニティ小ホール ☆…図書館前ロビー 

●…筑豊文庫資料室 その他…おはなしコーナー  
太字は 17 時閉館、■は休館日、〇はイベントのある日です。 

図書館カレンダー・イベント 

※新型コロナウイルスの感染状況によっては、イベントが中止や変更となる場合があります。 

 

2 日(土)  

12 日(火) 

15 日(金)  

16 日(土)  

17 日(日) 

23 日(土)  

24 日(日)  

おはなし会（やまびこ会） 

乳幼児向けおはなし会（麦のこ） 

大人の朗読講座 ※要事前申込 ● 

 おはなし会（赤ずきん） 

おもちゃ病院（受付終了：13時）☆ 

  おはなし会（まほうの箱） 

  おはなし会（図書館職員） 

14 時～ 

11 時～ 

10時15分～ 

11 時～ 

10 時～ 

11 時～ 

11 時～ 

10 日(火)  

14 日(土) 

15 日(日)  

 

20 日(金) 

21 日(土) 

22 日(日)  

28 日(土)  

おはなし会（麦のこ） 

土曜シアター（「TOMORROW 明日」106 分）♪ 

おもちゃ病院（受付終了：13時）☆ 

おはなし会（れろの会） 

大人の朗読講座 ※要事前申込 ● 

おはなし会（赤ずきん） 

おはなし会（図書館職員） 

 おはなし会（ごくらくとんぼ） 

11 時～ 

14 時～ 

10 時～ 

14 時～  

10 時 15 分～ 

11 時～  

11 時～ 

14 時～ 

図書館 HP Facebook  

TEL.0949-25-2240 直方市山部 301-11 

URL．http: //www.yumenity.jp/library/library.html 
開館時間  火～土 10:00～19:00、日・祝 10:00～17:00 

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

４月 

5 月 

雑誌の休刊などに伴い、 

４月号から３誌を新しく購入することになりました。 

どうぞご利用ください。 

 

             

「ミセス」      → 「婦人画報」（女性向け生活情報誌） 
「日本カメラ」   → 「CAPA」（カメラ・写真専門誌） 

「セブンティーン」  → 「ポップティーン」 
               （ティーンズ向けファッション誌） 

そっとおとどけ 

便利な利用法、ご存知ですか！？ 
 

日時：2021 年 12 月４日(土)10 時～

12 時 

会場：直方市立図書館 筑豊文庫資料室 

定員：15 名程度（先着順） 

申込方法：電話または図書館カウンター

へ 

     11 月 30 日(火)まで受付中 

～4/26(火) 

「福岡 再発見！」 「大人になったら…」 

展示案内 

～5/24(火) 

 

ログインに必要なもの  

・利用者カードの番号 

・パスワード（初期設定は生年月日で 

４桁か８桁） 

 

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



『くさをたべすぎたロバくん』 

アヌスカ アレプス：さく E933 ア 

草大好き！なロバくんが、草を食べすぎて、体がみ

どりになってしまうお話。体の色を隠そうとするも、

ママに見破られ、草以外のいろいろなものを食べさせ

られてみると、今度はニンジン大好きに…。 

健康は何でもバランスが大事。可愛く

て楽しい、食育にもおすすめの絵本。             

【るー】 

  

『毎日がしあわせになるはちみつ生活』 

木村 幸子：著 646.9 キ 

砂糖よりも低カロリーで、栄養満点。そして料理

の調味料や薬・化粧品の代わりにもなるはちみつ。

はちみつの選び方やレシピはもちろん、日常生活で

はちみつを歯磨きや保湿クリームとして使う方法ま

で紹介した１冊。 

はちみつでひと工夫！美味しくて心も身体も健康 

になれる、はちみつライフはいかがでしょ

うか。             【京】 

『なんでわざわざ中年体育』 

角田光代：著 914 カ 

週末はランニングをし、スポーツジムに通う作者。さ

らに本書ではフルマラソン、トレイルランニング、ヨガ、

登山、ボルダリングなどにもチャレンジ！でも、運動嫌   

いで、そもそもどれも健康の為にやっているわけではな

い、と言い切ります。作家ならではの冷静

な自己分析でおもしろく読ませてくれる

“中年体育”体験レポート。 

【majakka】 

『げんきいっぱいあさごはんのじゅつ』 

少年写真新聞社：発行 E913 シ 

1日のエネルギー源となり、毎日を健康に過ごす

ために欠かせない朝ごはん。 

“朝ごはんにんじゃ”は秘伝の朝ごはんの極意

「栄養の巻」をもとに材料集めの旅に出発！ 

お米の炊き方からおかず作りまで、食事のでき

あがる過程とともに、朝ごはんを食べることの大

切さや、秘伝の朝ごはんが難しい時のお手軽の術

を教えてくれます。新学期を迎えるお子さんと一

緒に読みたい１冊です。       【アキ】 

『ムーンライト・イン』 

中島 京子：著 F ナ 

元ペンションの「ムーンライト・イン」は、事情

を抱えた大人たちが共同生活を送るシェアハウス

のような住居。住人たちはそこで、人生の休み時間

のような日々を過ごしている。でも、自分の問題に

向き合わなければならないときはやってきて…。 

安心できる居場所を得たことで、少しずつ元気を

取り戻し問題に立ち向かっていく登場人物たちの

姿に、明るい気持ちをもらえる小説。   【tm】 

『休息の科学』 

クラウディア・ハモンド：著 498.3 ハ 

健康ブームと言われて久しい。ブームはもう去った

のかもしれないが、健康志向は定着したと言っていい

だろう。世は「健康」であふれている。 

 とは言え、いつも健康のことで頭がいっぱいという

のでは健康な状態とは言えないだろう。心の平衡が肝

要である。 

     そこに、この本がある。「息苦しい世界で

健やかに生きるため」という副題を持った本

書は、10の項目で心地よい休息を提案する。      

【キャラメル】 

毎月、司書がひとつのテーマに沿って本を紹介します。 

※【】内は司書のペンネームです。 

テーマ 「健康」 


