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〒800-0352

福岡県京都郡苅田町

富久町1丁目17番地8

苅田町立図書館
オークヨム

ＴＥＬ 436-0946

ＦＡＸ 434-9314

2021年9月1日

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

＜小説・エッセイ・紀行・ノンフィクション＞

・婿どの相逢席 西條 奈加∥著 幻冬舎

・あなたにオススメの 本谷 有希子∥著 講談社

・シルクロード 仏の道をゆく 安部 龍太郎∥著 潮出版社

・朔が満ちる 窪 美澄∥著 朝日新聞出版

・工学部ヒラノ教授の傘寿でも徘徊老人日記

今野 浩∥著 青土社

・白光 朝井 まかて∥著 文藝春秋

・こどもは古くならない。 糸井 重里∥著 ほぼ日

・屋根裏のチェリー 吉田 篤弘∥著 角川春樹事務所

・たまごの旅人 近藤 史恵∥著 実業之日本社

・暮鐘 今野 敏∥著 角川春樹事務所

・兇人邸の殺人 今村 昌弘∥著 東京創元社

・霧をはらう 雫井 脩介∥著 幻冬舎

・サムライ先生、日本語を教える 山下 知緒∥著 並木書房

＜暮らしのほん＞

・魔法のアイスレシピ シズリーナ荒井∥著 KADOKAWA

・ふたりを平和にしてくれる最強の共働きごはん

てりやきチャンネル∥著 KADOKAWA

・ひとりぶんのホットサンド100 macaroni∥著 大和書房

・まるごとレモン 河井 美歩∥著 家の光協会

・ほったらかしで貯まる人のヒミツ 日経BP

・美容皮膚科医が教える大人のヘアケア再入門

吉木 伸子∥著 青春出版社

＜なんだか気になるほん＞

・富士山の観察図鑑 武田 康男∥文 写真 緑書房

・世にも奇妙な「世界死」大全 遠海 総一∥著 彩図社

・きっと誰かに教えたくなる蚊学入門 一盛 和世∥編著 緑書房

・中古マンション・戸建てをリノベーションしてカッコよく暮らす

主婦と生活社

・シン・エヴァンゲリオン論 藤田 直哉∥著 河出書房新社

・怖い村の話 都市ボーイズ∥監修 宝島社

・福沢諭吉が見た150年前の世界 福沢 諭吉∥著 彩図社

・スマホで防災 宮下 由多加∥著 ジャムハウス

・ゲゲゲの女房の「長寿力」 武良 布枝∥著 辰巳出版

・日本人はなぜ欠けた茶碗を愛でるのか 中山 理∥著 扶桑社

・朝までぐっすり!夜中のトイレに起きない方法

平澤 精一∥著 アチーブメント出版

・マチズモを削り取れ 武田 砂鉄∥著 集英社

・沈没船博士、海の底で歴史の謎を追う

山舩 晃太郎∥著 新潮社

・御朱印でめぐる全国の聖地 地球の歩き方編集室∥著

・たくましくて美しい糞虫図鑑 中村 圭一∥著 創元社

・ムスコ物語 ヤマザキ マリ∥著 幻冬舎

・哲さんの声が聞こえる 加藤 登紀子∥著 合同出版

年老いた親をみる子ども、老いた後子どもが心配な親。

老いは誰もが通る道です。そんな時に慌てず騒がず日ご

ろからできることをしてその時期を迎えませんか？

テーマは重いですが、脳トレや簡単な料理、相続に関す

るものや親の家の片付けなど、色々な分野から本を集め

てみました。

「親子道～子のためにできること、親

のためにできること」

「そらはおおいそがし」

＜新型コロナウイルスに関する本＞

・コロナの暗号 村上 和雄∥著 幻冬舎

・最悪の予感 マイケル ルイス∥著 早川書房

・コロナ対策禍の国と自治体 金井 利之∥著 筑摩書房

・コロナ自粛の大罪 鳥集 徹∥著 宝島社

・新型コロナ「正しく恐れる」 2 西村 秀一∥著 藤原書店

貸出中の本は、

ネットからも予約

できます。

秋の空は色々な顔を見せてくれます。台風や、中秋の

名月、あかね空や突発的な雨。天気や宇宙、おおぞらに

かかる虹など、空にまつわるものがたくさんありますよ。
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蔵書点検、終わりました！

次の方々より図書の寄贈がありました。（敬称は省略させていただきます）

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（7月21日～8月20日受付分）

五十嵐政行 大場淳一 中村千恵子

特定非営利活動法人「難病支援ネット・ジャパン」 福岡管区気象台防災調査課

他 ２名（匿名希望）

「あれ、あの本。」「この前かりたやつ…」と聞かれてもさっ

ぱりわからない。なんのこと？ちゃんと、メモしてきてくださ

いね。私も、忘れないようにメモをとってます。

あれ、それ、これで通じるのは難しい。（キヒ）

【開館時間】 9：30～17：30

木・金曜日は9：30～19：00（本館のみ）

西部公民館図書室

9：30～13：00 14：00～17：30

【ご注意！】

●図書館蔵書の本が電子図書で読めるわけ

ではありません。

●「としょかん利用券」が必要です。期限

の切れている方は、図書館にて更新の手続

きをお願いします。

ただし、臨時休館中は、期限の切れている

利用券でもご利用できます。図書館までお

電話ください。

●閲覧は無料ですが、ご利用時の通信料は

利用者負担です。

サイトへアクセス！
こちらのQRコードを読み取るか、

https://kanda-

library.overdrive.com

を直接入力して、サイトに入ってサ

インイン！

【ご利用ください！電子図書サービス】
図書館におけるイベント等の中止について

図書館では、福岡県の緊急事態措

置の実施に伴い、

しばらくの間、おはなし会、映画会

の開催を中止します。どうぞ、ご了

承ください。

8/24～9/3

今年は、臨時休館中に行ないました。図書館の全蔵書

をくまなく点検するのは大変ですが、大事な作業のひと

つです。


