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2022年5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

新緑のまぶしい季節になりました。

5月12日は苅田町立図書館の誕生日です。みなさまに愛さ

れてここまで歩んできました。今月は図書館に注目してい

きます。世界の図書館や、図書館の仕事、小説や写真集

など、図書館という興味深い世界に飛び込んでみませんか。

また、「〇〇館」と名前のつく建物も共に集めてみました。

「ＧＯ！ＧＯ！図書館！」

「としょかんへいこう！」

貸出中の本は、

ネットからも予約できます。

としょかんって、どんなところかしら？なにがあるの？

なにができるの？としょかんのことがよくわかる、おもしろ

いえほんやものがたりなど、あつめました。

＜小説・エッセイ・紀行・ノンフィクション＞

・寂聴さん最後の手紙 瀬戸内 寂聴∥著 朝日新聞出版

・ぼけますから、よろしくお願いします。

信友 直子∥著 新潮社

・アーチー若気の至り P.G.ウッドハウス∥著 国書刊行会

・名探偵・浅見光彦全短編 内田 康夫∥著 光文社

・ブラック・ムーン 逢坂 剛∥著 中央公論新社

・春のこわいもの 川上 未映子∥著 新潮社

・おしゃべりな部屋 川村 元気∥著 中央公論新社

・私の居る場所 小池 真理子∥著 KADOKAWA

・眼球達磨式 澤 大知∥著 河出書房新社

・朱色の化身 塩田 武士∥著 講談社

・大河への道 立川 志の輔∥原作 河出書房新社

・特許やぶりの女王 南原 詠∥著 宝島社

・図書室のはこぶね 名取 佐和子∥著 実業之日本社

・人生おろおろ 伊藤 比呂美∥著 光文社

・老いの正体 森村 誠一∥著 角川文化振興財団

＜暮らしのほん＞

・70からはメリハリ元気で自然な暮らし 沖 幸子∥著 祥伝社

・わたしの1ケ月1000円ごほうび おづ まりこ∥著 KADOKAWA

・デッドスペースDIY 石井 麻紀子∥著 誠文堂新光社

・部位別全身スキンケア大全 尾崎 由美∥監修 成美堂出版

・素材1つで作りおくひだめしの素 飛田 和緒∥著 KADOKAWA

・ぬか床づくり 下田 敏子∥著 家の光協会

・日本一バズる農家の健康ブロッコリーレシピ

安井ファーム∥著 KADOKAWA

＜SDGsに関する本＞

・知識ゼロからのSDGs入門 夫馬 賢治∥監修 幻冬舎

・未来をつくるSDGs 2022 CCCメディアハウス

・いちばんやさしい脱炭素社会の教本

藤本 峰雄∥著 インプレス

・図解でわかる14歳から知るごみゼロ社会

インフォビジュアル研究所∥著 太田出版

・みんなで考える脱炭素社会 松尾 博文∥著

日経BP日本経済新聞出版

＜なんだか気になるほん＞

・愛書狂の本棚 エドワード ブルック=ヒッチング∥著

日経ナショナルジオグラフィック社

・全米トップ校が教える自己肯定感の育て方

星 友啓∥著 朝日新聞出版

・日本の偉人100人+50人 寺子屋モデル∥編著 致知出版社

・まだ誰も見たことのない「未来」の話をしよう

オードリー タン∥語り SBクリエイティブ

・大学生が知っておきたい生活のなかの法律

細川 幸一∥著 慶應義塾大学出版会

・「説明が上手い人」がやっていることを1冊にまとめてみた

ハック大学ぺそ∥著 アスコム

・学校では教えてくれなかった

社会で生きていくために知っておきたい知識

泉 美智子∥監修 KADOKAWA

・先生、どうか皆の前でほめないで下さい

金間 大介∥著 東洋経済新報社

・あなたの知らない心臓の話 ビル シャット∥著 原書房

・パンダとわたし 黒柳徹子と仲間たち∥著 朝日新聞出版

・尿酸値にホントにいいこと帳 谷口 敦夫∥監修 主婦の友社

・たづちゃんノート 新美 千恵子∥著 まこといちオフィス

・少女漫画家「家」の履歴書 週刊文春∥編 文藝春秋
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こどもの日

31

夜間開館19：00まで
（本館のみ）

夜間開館19：00まで
（本館のみ）

休館日

憲法記念日 みどりの日

16

27

17 18
休館日

にじいろスマイルの
おはなし会

（10：00～16：00）

2624

29

（10：00～16：00）

ブックリサイクル

土日 月 火 水 木 金

13108 9

6 75

1211 14

3 41 2 夜間開館19：00まで
（本館のみ）

図書館deシネマ

苅田ウインドアンサンブル
ファミリーコンサート

Ｊａｓｏｎ’ｓ
ストーリータイム

19

夜間開館19：00まで
（本館のみ）

休館日

休館日
（14：00～）

夜間開館19：00まで
（本館のみ）

（11：00～）

ブックリサイクル

（11：00～）

20

（14：30～）

図書館員のおはなしタ
イムスペシャル

おはなしハンプティの
むかしばなし
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図書館まつり

28

夜間開館19：00まで
（本館のみ）

夜間開館19：00まで
（本館のみ）

5/8（日） 図書館ｄｅシネマ　

ピーターパンと魔法の本14：00～

図書館まつり

図書館まつり

図書館まつり

（14：00～）

22

4/13⇒5/8
「花火で広げよう！
わたしの好きな一冊」

15

館内整理日

（11：00～）

25
休館日

30

23

貸出冊数1,500万冊達成！！

4/16（土）、苅田町立図書館開館以来の貸出総冊数が

1,500万冊を達成し、記念のセレモニーを行いました。

1,500万冊目の本を借りたのは進心音さん。

緊張した面持ちで、くす玉を割り、感謝状や花束、記念品

を受け取っていました。

4/28（木）、4/29（金祝）に記念イベントが開催されました。

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（3月21日～4月20日受付分）

麻生真一 江川修二 高瀬孝澄 高田光 筒井知 増田欣也 松田博文

朝倉市図書館 みやこ町歴史民俗博物館 静岡県袋井市企画政策課 日本船舶海洋工学会

他３名（匿名希望）

【開館時間】 9：30～17：30

木・金曜日は9：30～19：00（本館のみ・祝日除く）

西部公民館図書室

9：30～13：00 14：00～17：30

4/16（土）に1500万冊貸出達成しました！！

5/8（日）まで20冊貸出（AV資料は3点まで）

記念しおり配布 実施中！

第32回 図書館まつり

日程◆5/14（土）・5/15（日）

★5/14（土）図書館員のおはなしタイムスペシャル

場所：ＡＶホール

時間：11：00～

えほん、紙芝居、てあそび など

★5/15（日）苅田ウインドアンサンブルファミリーコンサート

場所：AVホール

時間：14：00～

演目：♪昭和歌謡メドレー、童謡メドレー、紅蓮華 ほか

日程◆5/28（土）・5/29（日） ブックリサイクル

場所：AVホール おひとり10冊まで

時間：10：00～15：00 15分入替制 20名ずつ

※12：00～15：00は来場者多数の場合のみ、

人数制限を行います。

※としょかん利用券をお持ちの方

（入口にて確認します。ご持参ください。）

※必ずマスク着用の上、ご参加ください。

※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。

4/28（木） 「をとなのおはなし会」

苅田町立図書館では初の試みとなった、

大人向けのおはなし会。穏やかな語り（ス

トーリーテリング）に惹きつけられました。

4/29（金祝）

「キャッキエラ

マンドリンオーケストラコンサート」

久しぶりの演奏会を楽しみにしていた方が

多くいらっしゃいました♪


