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2021年10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＞

・うそをつく子 トリイ ヘイデン∥著 早川書房

・三十の反撃 ソン ウォンピョン∥著 祥伝社

・闇の魔法学校 Lesson1 ナオミ ノヴィク∥著 静山社

・やさしい猫 中島 京子∥著 中央公論新社

・みとりねこ 有川 ひろ∥著 講談社

・今日でなくてもいい 佐野 洋子∥著 河出書房新社

・とにもかくにもごはん 小野寺 史宜∥著 講談社

・万事オーライ 植松 三十里∥著 PHP研究所

・小川洋子のつくり方 小川 洋子∥著 田畑書店

・家族のようなあなたへ 石井 ふく子∥著 世界文化社

・メロンと寸劇 向田 邦子∥著 河出書房新社

・聖刻 堂場 瞬一∥著 講談社

・ヴァイタル・サイン 南 杏子∥著 小学館

・オーラの発表会 綿矢 りさ∥著 集英社

・パラダイス・ガーデンの喪失 若竹 七海∥著 光文社

・教場X 刑事指導官・風間公親 長岡 弘樹∥著 小学館

＜暮らしのほん＞

・フェルトのかわいいごっこ遊び ブティック社

・私がお金で困らないためには今から何をすればいいですか?

井戸 美枝∥著 日本実業出版社

・ワタナベマキのスパイス使い グラフィック社

・心をととのえる水周りのインテリア

加藤 登紀子∥著 光文社

・すがたなみの“てまぬき”レシピ すがた なみ∥著

ワン・パブリッシング

＜なんだか気になるほん＞

・ミュージアムグッズのチカラ 大澤 夏美∥著 国書刊行会

・食べられる草ハンドブック 森 昭彦∥著 自由国民社

・言語学バーリ・トゥード Round1 川添 愛∥著 東京大学出版会

・聖なる祭壇のつくりかた

アンジュー キアナン∥著 グラフィック社

・月に3冊、読んでみる? 酒井 順子∥著 東京新聞

・世にも奇妙な博物館 丹治 俊樹∥著 みらいパブリッシング

・恐竜学者は止まらない! 田中 康平∥著 創元社

・差別はたいてい悪意のない人がする キム ジヘ∥著 大月書店

・ウチダメンタル 内田 篤人∥著 幻冬舎

・幻の本土上陸作戦 NHK「果てなき殲滅戦」取材班∥編 祥伝社

・日本カンパニーキャラ&シンボル大全 辰巳出版

・考えて、考えて、考える 丹羽 宇一郎∥著 藤井 聡太∥著 講談社

・世界ピクト図鑑 児山 啓一∥著 ビー・エヌ・エヌ

・るるぶ国立公園へ行こう JTBパブリッシング

・刀伊の入寇 関 幸彦∥著 中央公論新社

・洛中洛外 春夏編 安野 光雅∥絵 文 産経新聞出版

ＮＥＷ

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＞

・新型コロナ「正しく恐れる」 [1] 西村 秀一∥著 藤原書店

・図解身近にあふれる「感染症」が3時間でわかる本

左巻 健男∥ほか編著 明日香出版社

・私たちはどう生きるか コロナ後の世界を語る 2 

マルクス ガブリエル∥ほか著 朝日新聞出版

・新型コロナワクチン本当の「真実」 宮坂 昌之∥著 講談社

・武漢病毒(ウイルス)襲来 廖 亦武∥著 文藝春秋

・日本政治コロナ敗戦の研究 御厨 貴∥著 芹川 洋一∥著 日経BP

・世界を大きく変えた20のワクチン 齋藤 勝裕∥著 秀和システム

ほか

貸出中の本は、

ネットからも予約

できます。

ＮＥＷ

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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はらぺこあおむしの
おはなし会

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（8月21日～9月20日受付分）

吉原滝雄 筑前琵琶恵美企画

ヤマトホールディングス株式会社

年に一度の健康診断。毎回直前になって、ちょっとでもいい結果が

でるように…！とおやつを控えたり、体に良さそうなものを食べるな

どしてあがいてしまいます。本当はそれを毎日すればいいのは分かっ

ているけど、たまにこうして健康のことを考えるきっかけになるだけ

でも意味はあるはず！と言い訳してます。（K.S）

【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

館内では、マスク着用、手

指の消毒、会話をなるべく

控え、人との距離を保つよ

うお願いします。

ご理解とご協力をお願いい

たします。

◆10月10日（日） 14：00～

「弟の夫」（150分）

主演：佐藤 隆太／把瑠都

場所：AVホール 定員：35名

※新型コロナウイルス感染状況によっては、変更する

ことがあります。参加される際には、図書館までご確

認ください。

【読書週間、はじまります！】

◆きっかけをつくる本の紹介です。

『月に3冊、読んでみる?』 酒井 順子∥著 （東京新聞）

『わたしのなつかしい一冊』

池澤 夏樹∥編 （毎日新聞出版）

『10代のための読書地図』

本の雑誌編集部∥編 （本の雑誌社）

『ものの見方が変わるシン・読書術』

渡邊 康弘∥著 （サンマーク出版）

『病と障害と、傍らにあった本。』

齋藤 陽道∥ほか著 （里山社）

『まなの本棚』 芦田 愛菜∥著 （小学館）

『読書のちから』 若松 英輔∥著 （亜紀書房）

『中古典のすすめ』

斎藤 美奈子∥著 （紀伊國屋書店）

『中高生のための本の読み方』

大橋 崇行∥著 （ひつじ書房）

『学術書を読む』

鈴木 哲也∥著 （京都大学学術出版会）

『九州の100冊』

西日本新聞「九州の100冊」取材班∥著 （忘羊社）

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】


