
落日 湊 かなえ

・

ライオンのおやつ

・

　　　　　　　流浪の月 凪良 ゆう

　　　　　　　クスノキの番人

・

・

人面瘡探偵 中山 七里

・ 小川 糸

・イマジン? 有川 ひろ

・亡くなった人と話しませんか サトミ

・　　　　　　　夜明けのM 林 真理子

・　　　　　　　三体 劉 慈欣

・

熱源 川越 宗一

・

・ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー

辻村 深月

・ 東野 圭吾

・

ツナグ 　想い人の心得

黒武御神火御殿 宮部 みゆき

清明 今野 敏

ブレイディみかこ

・線は、僕を描く 砥上 裕將

そして、バトンは渡された 瀬尾 まいこ

・
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くらしの中に図書館を！

人気のある本 特設コーナー

特 集

児 童 特 集

6月21日は父の日ですね。おとうさんにひごろのかんしゃ

のきもち「ありがとう」って言ってみよう。えほんのなかのお

とうさんってどんなの？おとうさん、なにしてる？いつもみて

るおとうさんとは、ちょっとちがったおとうさんのすがたが、

みえるかもよ！

ＮＥＷ

＜小説・エッセイ・紀行・ノンフィクション＞

・暴虎の牙 柚月 裕子∥著 KADOKAWA

・罪人の選択 貴志 祐介∥著 文藝春秋

・天稟 幸田 真音∥著 KADOKAWA

・鬼棲むところ 朱川 湊人∥著 光文社

・チンギス紀 7 北方 謙三∥著 集英社

・尾道ねこ町さんぽ道 柏木 きなこ∥著 イースト・プレス

・いやよいやよも旅のうち 北大路 公子∥著 集英社

・江戸っ子漱石先生からの手紙 渡邉 文幸∥著 理論社

・焦眉 今野 敏∥著 幻冬舎

・逃亡者 中村 文則∥著 幻冬舎

・合唱 岬洋介の帰還 中山 七里∥著 宝島社

・魔女たちは眠りを守る 村山 早紀∥著 KADOKAWA

・小田嶋隆のコラムの切り口 小田嶋 隆∥著 ミシマ社

・暗鬼夜行 月村 了衛∥著 毎日新聞出版

・公安狼 笹本 稜平∥著 徳間書店

・旅のつばくろ 沢木 耕太郎∥著 新潮社

・おおきな森 古川 日出男∥著 講談社

・四神の旗 馳 星周∥著 中央公論新社

・逆ソクラテス 伊坂 幸太郎∥著 集英社

・江戸の夢びらき 松井 今朝子∥著 文藝春秋

・告解 薬丸 岳∥著 講談社

・イエロー・サブマリン 小路 幸也∥著 集英社

・永遠の夏をあとに 雪乃 紗衣∥著 東京創元社

・お肴春秋 辰巳 芳子∥著 岩波書店

・猫を棄てる 村上 春樹∥著 文藝春秋

＜暮らしのほん＞

・意識低い系ヨガのすすめ 大日野 カルコ∥著 ナツメ社

・少量でおいしいジッパー袋でかんたん季節の保存食

榎本 美沙∥著 家の光協会

・毎日おいしい!鶏むね肉レシピ! 牛尾 理恵∥著 学研プラス

・すぐめし献立 nozomi∥著 光文社

・固まるハーバリウムで作るインテリア雑貨とアクセサリー

誠文堂新光社

ＮＥＷ

＜なんだか気になるほん＞

・地磁気逆転と「チバニアン」 菅沼 悠介∥著 講談社

・かわいい江戸の絵画史 金子 信久∥監修 エクスナレッジ

・「繊細さん」の幸せリスト 武田 友紀∥著 ダイヤモンド社

・その悩み、エピクテトスなら、こう言うね。

山本 貴光∥他著 筑摩書房

・「関ケ原」の決算書 山本 博文∥著 新潮社

・世界の半分、女子アクティビストになる

ケイリン リッチ∥著 晶文社

・ザシキワラシと婆さま夜語り 佐々木 喜善∥著 河出書房新社

・くらべてわかるシダ 桶川 修∥文 山と溪谷社

・タコの知性 池田 譲∥著 朝日新聞出版

・ネットとSNSを安全に使いこなす方法

ルーイ ストウェル∥著 東京書籍

・おうちでしあわせ日本全国まるごとおとりよせ便

たかはし みき∥著 集英社

・おうちは遊びのワンダーランド 木村 研∥著 いかだ社

・ねこほん/いぬほん 今泉 忠明∥監修 西東社

・神木探偵 本田 不二雄∥著 駒草出版

・徹底解剖!ベートーヴェン32のピアノ・ソナタ 音楽之友社

貸出中のものは

予約もできます。

ＮＥＷ

ＮＥＷ

タイムワープ、現在過去未来への時間旅行、記憶のはざ

ま、暦の話、などなど、時の記念日にちなんで、今月は「時

間」に注目！目に見えないけれど、すべてのものに平等に

与えられる「時」、大切につかいたいですね。

「時を刻もう

～戻る？止める？超えていく？～」

「おとうさん」
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次の方々より図書の寄贈がありました。
各種団体及び自治体部署、また匿名希望の方は省略しています。

ご寄贈ありがとうございます。

図書の寄贈（4月21日～5月20日受付分）

（株）御花 （一社）日本建築学会九州支部 福岡管区気象台防災調査課

みやま市教育委員会 外務省欧州局ロシア課 佐藤正

他２名（匿名希望）

ここ２か月ぐらい毎日のように図書館にキツツキが来ていま

した。窓をずっとコンコンしていて嘴は大丈夫なのかと思うほ

ど。窓から何が見えていたのかよく分かりませんが、珍しいお

客さんでした！ （Ｓ.Ａ）

おはなし会、映画会、展示コー

ナー等は、ありません。受付も

お断りしております。

【苅田町立図書館 制限開館のお知らせ】
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、臨時休館をしておりましたが、令和２年６月２日（火）から、苅田

町立図書館及び西部分室での一部図書館サービスを再開いたします。

◆再開するサービス◆図書資料の貸出、返却、リクエスト、予約、利用券の新規発行、更新、再発行

◆利用可能時間◆10：00～17：00 （西部分室は10：00～13：00 14：00～17：00）

きちんとうがい！

しっかりてあらい！

もりもりごはんを食べて！

Stay Home！
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」


