
・ 今村 夏子

・

・

・             生き物の死にざま 稲垣 栄洋

・一切なりゆき 樹木 希林

・時間(とき)の花束 三浦 百惠

・夏の騎士 百田 尚樹

・ 東野 圭吾希望の糸

・平場の月 朝倉 かすみ

むらさきのスカートの女

そして、バトンは渡された

樹木 希林樹木希林120の遺言

・鑓騒ぎ 佐伯 泰英

・いけない 道尾 秀介

・ノーサイド・ゲーム 池井戸 潤

・             夜明けの図書館 6 埜納 タオ

              落日 湊 かなえ

瀬尾 まいこ

・              わたしを支えるもの 益田 ミリ

・

・

さよならの儀式 宮部 みゆき
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くらしの中に図書館を！

人気のある本

がっこうのせんせい、びょういんのせんせい、おけい

こごとのせんせい、いろんなせんせい、しゅうごー

う！！えほんのなかのせんせいもたくさんいるよ！さあ、

あいにいこう！

特設コーナー

特 集

児 童 特 集

「プレバトる？」

「せんせーい！」

テレビ番組「プレバト！！」面白いですよね。この番組

で取り上げられているのは、俳句や生け花、水彩画や消

しゴムはんこなどなど。よく見ると文化の秋にぴったりの

内容です。きっとここから興味を持つ人もいるのでは？

今月は「プレバト！！」で取り上げられたテーマで本を

集めてみました。

ＮＥＷ

ＮＥＷ

＜小説・エッセイ・紀行・ノンフィクション＞

・やがて満ちてくる光の 梨木 香歩∥著 新潮社

・君が異端だった頃 島田 雅彦∥著 集英社

・ほろ苦いラテは恋の罠 クレオ コイル∥著 原書房

・のっけから失礼します 三浦 しをん∥著 集英社

・M M 愛すべき人がいて 小松 成美∥著 幻冬舎

・センス・オブ・シェイム 恥の感覚 酒井 順子∥著 文藝春秋

・角野栄子エブリデイマジック 角野 栄子∥著 平凡社

・世話を焼かない四人の女 麻宮 ゆり子∥著 光文社

・お会式の夜に 黒野 伸一∥著 廣済堂出版

・罪の轍 奥田 英朗∥著 新潮社

・タピオカミルクティーで死にかけた土曜日の午後

辛酸 なめ子∥著 PHP研究所

・トリガー（上・下） 真山 仁∥著 KADOKAWA

・命あれば 瀬戸内 寂聴∥著 新潮社

＜なんだか気になるほん＞

・原田マハの印象派物語 原田 マハ∥著 新潮社

・私の大往生 週刊文春∥編 文藝春秋

・植物はおいしい 田中 修∥著 筑摩書房

・幸福な監視国家・中国 梶谷 懐∥著 NHK出版

・未来への大分岐 マルクス ガブリエル∥著 集英社

・医者が教える食事術 2 牧田 善二∥著 ダイヤモンド社

・菌は語る 星野 保∥著 春秋社

・星野源 ふたりきりで話そう 星野 源∥著 朝日新聞出版

・福岡発半日旅 吉田 友和∥著 ワニブックス

・下戸の夜 本の雑誌編集部下戸班∥編 本の雑誌社

・40℃超えの日本列島でヒトは生きていけるのか

永島 計∥著 化学同人

・僕らはそれに抵抗できない

アダム オルター∥著 ダイヤモンド社

＜暮らしのほん＞

・1人分のシニアごはん 検見崎 聡美∥著 枻出版社

・ミニマリストな暮らしのつくり方 主婦の友社

・女子栄養大学の疲れをとるもやしレモン

三浦 理代∥監修 エクスナレッジ

・クックパッド防災レシピBOOK 扶桑社

・著作権フリーの作って売れるかわいい布こもの ブティック社

・ドールサイズのミニチュアバッグ ブティック社

貸出中のものは

予約もできます。

ＮＥＷ

ＮＥＷ

図書館ハロウィンおはなし会

毎年恒例となりました！ジェイソンさん

のハロウィンおはなし会を開催します！

Come and Join Us！

🎃カウンターで「トリックオアトリー

ト！」って言ってみてね🎃

日時：10月27日（日）13：30～

場所：ＡＶホール

スマホ、ＰＣからで

も貸出中のものには

予約できます。パス

ワード、Ｅメールア

ドレスを設定してＨ

Ｐから検索してみて

ね！詳しくは図書館

カウンターまで。
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おはなしハンプティの
あかちゃんおはなし会

おはなしハンプティの
むかしばなし
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館内整理日
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（即位礼正殿の儀）

祝日開館

（体育の日）

土日 月 火 水 木 金
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にじいろスマイル

（11：00～） （14：00/19：00）
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館内整理日

16
図書館シネマ

休館日

1210
図書館員の

おはなしタイム

13
休館日

10/22⇒10/30
児玉美紀凱旋イラスト展
「今度は図書カンダ　２」

【展示】⇒
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（13：30～16：00）

←―――――――――――蔵書点検期間（～10/10まで）―――――――――――→

←―――――――――蔵書点検期間――――――――――――→

（14：30～）

21 22 26
祝日開館

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）

黒堀 秀三郎 青山 信夫 白川 浩二 金川 顕教 安部 郁彦 学研プラス

公益財団法人文学・活字文化推進機構内 一般社団法人 公会計研究協会事務局 国土地理協会

他 4名（匿名希望）

最近のニュースでは、東京オリンピック関連が多い。やはり、盛り上がりが

一番大切。10/10が「体育の日」だったのは、前回の東京オリンピックの「開

会式」を記念して祝日にした。しかし、今は第2月曜日で「ハッピーマン

デー」3連休の1日。2020年で「体育の日」から「スポーツの日」に名前の変

更も決まり、SMAPの「S」は「スポーツ」だったなと思いだす。（キヒ）

「おくりびと」

監督/滝田 洋二郎

出演/本木 雅弘、 広末 涼子、

日時：10月18日（金）14：00/19：00

場所：図書館ＡＶホール

9/1（日）

「生きづらさってなに？～ひ

きこもり・不登校をとりまく

社会～」の講演会を開催しま

した。一人でも多くの方に、

先生のおはなしが届き、何か

しら心が楽になるといいかな

と思いました。有意義な時間

でした。

◆ＡＶホール

11/1（金） 秋の寄せ植え教室（グッディ行橋店）

（※要申込・材料費1500円）

11/2（土） 14：00～ はらぺこあおむしのおはなし会スペシャル

※ストーリーテリング、わらべうた、絵本のよみきかせなど。

11/3（日） ゲームソムリエ高倉暁大さんによるボードゲーム大会

11/4（月・祝） 三線の演奏会＆ワークショップ（花みずき）

◆パティオ

11/2（土）～11/4（月・祝） 「くらし＆リフォーム スパーク

ジョイフェスタ」

◆展示コーナー

11/1（金）～11/10（日） 「図書館美術館」

※今回、ブックリサイクルはありません。

9/12（木）

苅田みどり幼稚園母の会より

寄付を頂きました。絵本や紙

芝居の購入にあてたいと思い

ます。いつもありがとうござ

います！

9/3（火）～9/8（日）

苅田山笠保存振興会のみなさん

の協力で、図書館に山笠の飾り

と各区の法被、写真や貴重な資

料の展示をしていただきました。

図書館に来た人の注目を集めて

いました。


