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くらしの中に図書館を！

＜小説・エッセイ＞

・安楽死で死なせて下さい 橋田 壽賀子∥著 文藝春秋

・ソロ 笹本 稜平∥著 祥伝社

・この世の春 （上・下） 宮部 みゆき∥著 新潮社

・盤上の向日葵 柚月 裕子∥著 中央公論新社

・風神雷神 雷の章・風の章 柳 広司∥著 講談社

・ほしのこ 山下 澄人∥著 文藝春秋

・移植医たち 谷村 志穂∥著 新潮社

・末ながく、お幸せに あさの あつこ∥著 小学館

人気のある本

いっぽんみちをあるいていく、まちの中をあるいていく、

もりの中をあるいていく・・・。 と、そのさきに・・・。

どこかにむかっているのか、いないのか。なにかが出てき

そうで、でてこなかったり。

絵本のなかには、そんなわくわくがいっぱいです。

さあ、いっしょにあるいてみよう！

特設コーナー

特 集

児 童 特 集

道はそれぞれ

あるいていると・・・

偉大な発明をした人も、すごい記録を出した人も、世界に影響を

与えた人も同じ人間。ただ、どう生きたか、どう生きようとしたか、

そこが少し違うのかもしれません。

壁にぶち当たった時、ストレスやスランプに陥った時、深い悲し

みに打ちひしがれた時、私たちはどう生きるのか。そんな時、心の

指針になるかもしれない自伝的な本を集めてみました。

＜なんだか気になるほん＞

・天才棋士降臨・藤井聡太

書籍編集部∥編 日本将棋連盟 マイナビ出版

・子どもの学力は「ふせんノート」で伸びる

栗田 正行∥著 かんき出版

・どんな絵本を読んできた? 

「この絵本が好き!」編集部∥編 平凡社

・理系脳で考える 成毛 眞∥著 朝日新聞出版

・観応の擾乱 亀田 俊和∥著 中央公論新社

・96人の人物で知る中国の歴史

ヴィクター H.メア∥著 原書房

＜暮らしや旅のほん＞

・聖地巡礼Continued 対馬へ日本の源流を求めて!

内田 樹∥著 釈 徹宗∥著 東京書籍

・わたしのいつものごはん 栗原 はるみ∥著 NHK出版

・やせたい人の肉レシピ 柳澤 英子∥著 世界文化社

・Berry BOOK 原 亜樹子∥著 パルコエンタテインメント事業部

・幻の黒船カレーを追え 水野 仁輔∥著 小学館

・母から子に伝えたい持たない四季の暮らし

マキ∥著 大和書房

・おれたちを跨ぐな! 椎名 誠∥著 小学館

貸出中のものは

予約もできます。

＜ときにはこんな絵本はどう？＞

・もしかしてオオカミ!?

グレゴワール マビール∥絵 岩崎書店

・コアラアラアラやってきて 丸山 誠司∥絵 絵本館

・こんやはてまきずし 石井 聖岳∥絵 岩崎書店

・ぐるぐるまわろうぐるぐるでんしゃ

間瀬 なおかた∥作 絵 ひさかたチャイルド

・あそぶ! オールバラ∥作 絵 徳間書店

・おやさいめしあがれ

高原 美和∥え 視覚デザイン研究所
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←―――――――――――蔵書点検期間（～10/5まで）―――――――――――→
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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（8月21日～9月20日受付分）

与えた人も同じ人間。ただ、どう生きたか、どう生きようとしたか、

はらぺこあおむしのおはなし会 第２水曜 14：00～

にじいろスマイル 第３水曜 11：00～

おはなしハンプティのむかしばなし 第３土曜 14：30～

渡辺 敏和 野島 美弥子

他 ３名（匿名希望）

岩崎書店

絵本館

ひさかたチャイルド
10月28日（土）11時から図

書館のＡＶホールで

「Jason's ストーリータイ

ム」のスペシャルとして、

ハロウィンのおはなし会を

します！！

また、当日は、図書館周

辺でのハロウィンパレード

をやりますよ！ホラーハウ

スも出現かっ！？

さあ、図書館で「トリッ

クオアトリート！！」って

言ってみてね！

図書館全館の蔵書点検

が無事、終わりました。

みなさまのご協力あり

がとうございました。

苅田みどり幼稚園・母の会より寄付をいた

だきました。

こどもに人気のある絵本を購入させていた

だきました。ありがとうございました。 11月3日（祝・金）～5日（日）開催

します！ふるってご参加くださ

い！！利用はすべて無料です。

＜ＡＶホール＞
★11/3（祝・金）14：00～

キャッキエラ・マンドリンコンサート

★11/4（土）11：00～

図書館シネマ

「アルジャーノンに花束を」（95分）

★11/5（日）14：00～

はらぺこあおむしさんによる

おはなし会スペシャル

＜展示コーナー＞
★11/3～11/5 ブックリサイクル

おひとり5冊まで。お好きな本をどうぞ。


