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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＞

・死にふさわしい罪 藤本 ひとみ∥著 講談社

・ビタートラップ 月村 了衛∥著 実業之日本社

・ばにらさま 山本 文緒∥著 文藝春秋

・ボクもたまにはがんになる 三谷 幸喜∥ほか著 幻冬舎

・愛子の格言 佐藤 愛子∥著 中央公論新社

・遠慮深いうたた寝 小川 洋子∥著 河出書房新社

・御坊日々 畠中 恵∥著 朝日新聞出版

・ブラックガード 木内 一裕∥著 講談社

・剛心 木内 昇∥著 集英社

・現代生活独習ノート 津村 記久子∥著 講談社

・ミチクサ先生（上・下） 伊集院 静∥著 講談社

・車のおうちで旅をする いとう みゆき∥著 KADOKAWA

・神曲 川村 元気∥著 新潮社

・夜叉の都 伊東 潤∥著 文藝春秋

・熔果 黒川 博行∥著 新潮社

・円 劉慈欣短篇集 劉 慈欣∥著 早川書房

＜暮らしのほん＞

・沖縄島料理 たまき まさみ∥文 トゥーヴァージンズ

・魔法のおうちごはん あおい∥著 ワニブックス

・稼働率100%クローゼットの作り方

小山田 早織∥著 講談社

・お味噌知る。 土井 善晴・土井 光∥著 世界文化ブックス

・発酵白菜レシピ 重信 初江∥著 家の光協会

・CAFICTコーヒーと暮らす。くぼた まりこ∥著 主婦の友社

＜なんだか気になるほん＞

・働き方のデジタルシフト 村上 智之∥ほか著 技術評論社

・カルト村の子守唄 高田 かや∥著 文藝春秋

・江戸・ザ・マニア 浅生 ハルミン∥著 淡交社

・羽生結弦未来をつくる 羽生 結弦∥著 集英社

・批評の教室 北村 紗衣∥著 筑摩書房

・母との食卓 大竹 しのぶ∥著 幻冬舎

・わたしは「セロ弾きのゴーシュ」 中村 哲∥著 NHK出版

・オオカミ トッド K.フラー∥著 化学同人

・文系研究者になる 石黒 圭∥著 研究社

・鎌倉幕府の謎 跡部 蛮∥著 ビジネス社

・将軍・執権・連署 日本史史料研究会∥編 吉川弘文館

・漢方生活を楽しむ教科書 櫻井 大典∥監修 ナツメ社

・筑紫哲也『NEWS23』とその時代 金平 茂紀∥著 講談社

・米澤屋書店 米澤 穂信∥著 文藝春秋

・「ひきこもり」から考える 石川 良子∥著 筑摩書房

・クジラのおなかに入ったら 松田 純佳∥著 ナツメ社

・新聞記者、本屋になる 落合 博∥著 光文社

・最強脳 『スマホ脳』 アンデシュ ハンセン∥著 新潮社

・ベストお取り寄せ大賞 おとりよせネット∥著 玄光社

ＮＥＷ

2022年、今年は寅年です。五黄 の寅年生まれは気が強いと

言われ今年はその年にあたります。男性では本田圭佑、亀田

興穀、ウサイン・ボルトなど。女性では沢尻エリカ、イモトアヤコ、

レディー・ガガなど、強そうな面々です。また寅年の出来事では、

アメリカ初の有人宇宙飛行、ハレー彗星大接近、1000円札発行

など。さて今年はどんな年になるのでしょうね。

「寅年のヒト・寅年のコト」

「トラとライオン」

＜新型コロナウイルスに関する本＞

・コロナの時代を生きるためのファクトチェック

立岩 陽一郎∥著 講談社

・コロナ禍妊娠日記 おおが きなこ∥著 幻冬舎

・感染症最新マニュアル 三石 知左子∥総監修 チャイルド本社

・疫病の世界史（上・下） フランク M.スノーデン∥著 明石書店

・コロナ戦記 山岡 淳一郎∥著 岩波書店

・世界を救うmRNAワクチンの開発者カタリン・カリコ

増田 ユリヤ∥著 ポプラ社

ＮＥＷ

貸出中の本は、

ネットからも予約

できます。

ＮＥＷ

とらどしにちなんで、トラとライオンの出てくる絵本や紙芝

居をあつめてみました。トラとライオン、絵本の中では、

どっちがたくさんでてくるのかな？
ＮＥＷ
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1/6⇒16
「トシコーフォトコ
ンテスト作品展」

1/18⇒23
「苅田水彩展」
（苅田水彩）

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（11月21日～12月20日受付分）

松本高志 柳川古文書館 ㈱シティ情報ふくおか

他3名（匿名希望）

「神は細部に宿る」と言われます。我々の日々の仕事

も、かくありたいと思っています。たとえ今は変化のない

ルーティンワークでも、いつか美しい花を咲かせる肥やし

になっているかもしれない。日々を楽しく力強く生きたいと

思います。（F.M）

【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。

また図書館のイベントやおはなし会等

は予約不要です。どなたでもご参加いた

だけます。また参加費もいりません。

◆1月9日（日） 14：00～

「映画すみっコぐらし」（70分）

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。

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】

ちくまＱブックスが創刊されました！

2021年9月から、10代のための新しい

シリーズが刊行されました。悩めるきみ

の、そして好奇心旺盛な時期の、よき読

書を支えてくれるシリーズになりそうで

す！正解よりも、探求することの大切さ

を伝えてくれます。ぜひ手に取って読ん

でみてね！

年末年始の休館

12/27（月）～1/5（水）

12/12（日）「わたしのきもち日本語発表

会」が図書館AVホールで開催されました。

ベトナム、台湾、スリランカと多文化コ

ミュニケーションを持ついい時間を過ご

しました。苅田町は海外の人が多い町と

して全国でもトップクラス。こういう機

会に日本のことをどう見ているのかうか

がい知ることができ面白かったです。ス

ピーチの内容も様々で盛り上がりました。

今年もやります！

新春！図書館福袋＆

開運☆だるましおり

1月6日（木）9時30分

開館と同時に行ないます！

（なくなり次第終了です）

図書館福袋は図書館員が

テーマで選んだ2冊の本を

セットで貸出す、遊び心にあふ

れた企画です。どんな本が入っ

ているかお楽しみに！

だるましおりは、貸出の時に好き

な色を選んでしおりとしてお使い

ください。

ソフトカバーで

イラストも多く、

読みやすいよ！


