
ツナグ 　想い人の心得

背高泡立草 古川 真人

イマジン? 有川 ひろ

ブレイディみかこ

・人面瘡探偵 中山 七里

大名倒産　（上・下） 浅田 次郎

・

・ 小川 糸

・82年生まれ、キム・ジヨン チョ ナムジュ

・　　　　　　　お勝手のあん 1 柴田 よしき

・老人初心者の覚悟 阿川 佐和子

・　　　　　　　日本人の9割がつまずく日本語 話題の達人倶楽部∥編

・

猫君 畠中 恵

・

・ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー

辻村 深月

・ 宮部 みゆき

・熱源 川越 宗一

・

ライオンのおやつ

・

清明 今野 敏

黒武御神火御殿

・

・

酒合戦 佐伯 泰英
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くらしの中に図書館を！

人気のある本

はるはおはなみや、えんそくなど、ぽかぽかようきにさそ

われて、おでかけしたくなりますね。

えほんのなかでも、たくさんの「はる」のきざしがみられま

すよ。すてきなえや、おはなしに、ふれてみない？

特設コーナー

特 集

児 童 特 集

「始まる新しい生活」

「はる🌸るるるん」

新しい環境、新しい住まい、新しい職場など、新生活

を始める人を応援する本を集めてみました。新社会人

に必要なあれこれや、一人暮らしを始める人には弁当

や料理本など、役立ててくださいね！

ＮＥＷ

＜小説・エッセイ・紀行・ノンフィクション＞

・終の盟約 楡 周平∥著 集英社

・ドミノin上海 恩田 陸∥著 KADOKAWA

・歌舞伎座の怪紳士 近藤 史恵∥著 徳間書店

・コープス・ハント 下村 敦史∥著 KADOKAWA

・まむし三代記 木下 昌輝∥著 朝日新聞出版

・道子の草文 石牟礼 道子∥著 平凡社

・50代、足していいもの、引いていいもの

岸本 葉子∥著 中央公論新社

・笑ってる場合かヒゲ 水曜どうでしょう的思考 2 

藤村 忠寿∥著 朝日新聞出版

・クリーピー ラバーズ 前川 裕∥著 光文社

・うちのカレー 山口 恵以子∥著 角川春樹事務所

・茶聖 伊東 潤∥著 幻冬舎

・海の十字架 安部 龍太郎∥著 文藝春秋

・帝都地下迷宮 中山 七里∥著 PHP研究所

・お砂糖とスパイスと爆発的な何か

北村 紗衣∥著 書肆侃侃房

・その犬の名を誰も知らない

嘉悦 洋∥著 小学館集英社プロダクション

・赤の王 廣嶋 玲子∥著 東京創元社

・ポリー氏の人生 H.G.ウェルズ∥著 白水社

・鉄の門 マーガレット ミラー∥著 東京創元社

・レイトショー （上・下） マイクル コナリー∥著 講談社

＜暮らしのほん＞

・いちばんおいしい野菜の食べ方 飛田 和緒∥著 オレンジページ

・てんきち母ちゃんのらくべん! 井上 かなえ∥著 ダイヤモンド社

・藤井弁当 藤井 恵∥著 学研プラス

・キッチンではじめる家庭菜園

ケイティ エルザー ピーターズ∥著 ガイアブックス

・食べない子が変わる魔法の言葉 山口 健太∥著 辰巳出版

・魔法のてぬきおやつ てぬキッチン∥著 ワニブックス

ＮＥＷ

＜なんだか気になるほん＞

・ぼくらはお金で何を買っているのか。 松野 恵介∥著 Clover出版

・だから僕は練習する 和田 毅∥著 ダイヤモンド社

・近藤勝重流 老いの抜け道 近藤 勝重∥著 幻冬舎

・芸人と影 ビートたけし∥著 小学館

・日本の最も美しい図書館 立野井 一恵∥文 エクスナレッジ

・未婚中年ひとりぼっち社会 能勢 桂介∥他著 イースト・プレス

・国民食の履歴書 魚柄 仁之助∥著 青弓社

・新実存主義 マルクス ガブリエル∥著 岩波書店

・人生は苦である、でも死んではいけない 岸見 一郎∥著 講談社

・日本中世への招待 呉座 勇一∥著 朝日新聞出版

・マンガで読む発酵の世界 黒沼 真由美∥著 緑書房

・デジタルで読む脳×紙の本で読む脳

メアリアン ウルフ∥著 インターシフト

・農福連携が農業と地域をおもしろくする

吉田 行郷∥著 里見 喜久夫∥著 コトノネ生活

・エンド・オブ・ライフ 佐々 涼子∥著 集英社

・ノースウッズ 生命を与える大地 大竹 英洋∥著 クレヴィス

・しょぼい生活革命 内田 樹∥他著 晶文社

・世界を変えた150の科学の本 ブライアン クレッグ∥著 創元社

貸出中のものは

予約もできます。
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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（2月21日～3月20日受付分）

株式会社徳洲会 日産自動車株式会社

他３名（匿名希望）

今月の上映会は

中止になりました。

5月の案内をお待ちください。

４月。この話題に触れない訳にはいかない。コロナウイルス感染防止策とし

て、図書館は３月まるまると休館してしまった。毎日流れてくるニュースに、

この先、世界は日本はどうなるのか？不安しかない。経済がうまくいかないと、

何事も意欲はわかないもの。こんなご時世だからこそ、日常を忘れる楽しみを

見つけたい。あー、ライブに行きたいなあ。（KIHI）

出版

イースト・プレス

予約もできます。

4/26（日）に予定していまし

た「子ども読書の日おはなし

会スペシャル」は、新型コロ

ナウイルス感染拡大防止の為、

中止になりました。

【苅田町立図書館 臨時休館のお知らせ】

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、現在、令和２年５月６日（水）まで、苅田町立図書館及び西部

分室は臨時休館しております。状況によっては、さらに延長することもあります。最新の情報は、町のホー

ムページ等でご確認ください。

大変迷惑をおかけしますが、御理解のほどよろしくお願いします。

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！


