
西原 理恵子

・西郷どん! 後編 林 真理子

・

・

・百年泥

旅発(たびだち) 上田 秀人

・

屍人荘の殺人

妻に捧げた1778話

・

石井 遊佳

東野 圭吾

漫画君たちはどう生きるか 吉野 源三郎∥原作

・

おちゃめに100歳!寂聴さん 瀬尾 まなほ

故郷はなきや 佐伯 泰英

・

・

・ 門井 慶喜

この世の春 （上・下）

銀河鉄道の父

大家さんと僕 矢部 太郎

護られなかった者たちへ 中山 七里

・

今村 昌弘

ダーリンは72歳

・

眉村 卓

佐伯 泰英げんげ

・

おらおらでひとりいぐも 若竹 千佐子

宮部 みゆき

・

・

・マスカレード・ナイト

第 330 号

〒800-0352

福岡県京都郡苅田町

富久町1-17-8

苅田町立図書館
オークヨム

ＴＥＬ 436-0946

ＦＡＸ 434-9314

2018年3月1日

くらしの中に図書館を！

＜小説・エッセイ・紀行・ノンフィクション＞

・春夏秋冬しあわせを呼ぶ生き方 吉沢 久子∥著 海竜社

・江戸川乱歩と横溝正史 中川 右介∥著 集英社

・こんな生き方もある 佐藤 愛子∥著 KADOKAWA

・ヒトラーの試写室 松岡 圭祐∥著 KADOKAWA

・アンティーク弁天堂の内緒話 仲町 六絵∥著 幻冬舎

・白百 原 研哉∥著 中央公論新社

・コルトM1847羽衣 月村 了衛∥著 文藝春秋

・ハリケーン 高嶋 哲夫∥著 幻冬舎

・掟上今日子の色見本 西尾 維新∥著 講談社

・蒼き山嶺 馳 星周∥著 光文社

人気のある本

はる！そう、はるってパンがたべたくなるきぶんじゃない？かた

てで持てるし、そのまま口にほおばれば、なんてしあわせなきぶ

んなの～♪今月はいろいろなパンのでてくるえほんをあつめてみ

ました。ちなみに３がつ１３にちはサンドイッチの日って知ってた？

だって３で１をはさんであるでしょ？

特設コーナー

特 集

児 童 特 集

「よく読まれました 2017」

「パンがたべたい気分♪」

今年度もたくさんの本が読まれました。この一年間で図書

館にあるどの本が、どんなジャンルの本が、利用が多かっ

たのかを図書館独自の機能でうちだしてみました。うっかり

読み逃してしまったあんな本やこんな本に出会えるチャン

スです。

＜なんだか気になるほん＞

・スマホゲーム依存症 樋口 進∥著 内外出版社

・「おカネの天才」の育て方 ベス コブリナー∥著 日経BP社

・すべての新聞は「偏って」いる 荻上 チキ∥著 扶桑社

・激動の平成史 内田 樹∥[ほか著] 洋泉社

・カメラはじめます! こいし ゆうか∥著 サンクチュアリ出版

・みんなの機内食 機内食ドットコム∥著 翔泳社

・卒母のススメ 西原理恵子+卒母ーズ∥著 毎日新聞出版

・うしろめたさの人類学 松村 圭一郎∥著 ミシマ社

・老前破産 荻原 博子∥著 朝日新聞出版

・なぜアマゾンは「今日中」にモノが届くのか

林部 健二∥著 プチ・レトル

・文字に美はありや。 伊集院 静∥著 文藝春秋

＜暮らしのほん＞

・大豆粉でできる糖質オフのお菓子&パン 真藤 舞衣子∥著

河出書房新社

・かわいい北欧 ナシエ∥著 イースト・プレス

・かけ焼きおかず 山田 英季∥著 グラフィック社

・タイ料理大全 味澤 ペンシー∥著 誠文堂新光社

・健康効果がひと目でわかる!食材&料理知恵袋

藤井 真枝∥監修 秀和システム

貸出中のものは

予約もできます。

＜3.11関連小説＞

・想像ラジオ いとう せいこう／著 河出書房新社

・避難所 垣谷 美雨／著 新潮社

・ムーンナイト・ダイバー 天童 荒太／著 文藝春秋

・献灯使 多和田 葉子／著 講談社

・バラカ 桐野 夏生／著 集英社

・持たざる者 金原 ひとみ／著 集英社

・ヤマネコ・ドーム 津島 佑子／著 講談社

・やがて海へと届く 彩瀬 まる／著 講談社
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館内整理日にじいろスマイル

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（1月21日～2月20日受付分）

社

サンクチュアリ出版

はらぺこあおむしのおはなし会 第１水曜 14：00～

Ｊａｓｏｎ’ｓストーリータイム 第２水曜 11：00～

おはなしハンプティのむかしばなし 第３土曜 14：30～

にじいろスマイル 第４水曜 11：00～

（公財）アクロス福岡 川崎町郷土愛育成プログラム推進委員会

行橋市歴史資料館 安蘇 龍生遺族代表 金川 顕教

他７名（匿名希望）

図書館へ行こう講演会

龍山康朗トークショー

「本と出会って気象転結」

日時：3月3日（土）

14時～15時30分

場所：三原文化会館1階大ホール

※入場無料。どなたでも参加でき

ます。

2月3日（土）三原文化会館で、

苅田町小中学生読書リーダーの活

動報告会・閉講式を行いました。

各校とも色々な読書の取り組み、

様々な報告が聞けました。読書の

楽しさが、クラスから学校全体に

広がっている様子が伝わりました。

パワーポイントや、動画にまとめ

たりと、目をみはるものがありま

した。

リーダーのみなさん、学校司書、

先生、お話しボランティアのみな

さま、一年間おつかれさまでし

た！

「苅田・鉄の力」展

（苅田港線～日豊線まで）

苅田の鉄道に関する展示をしま

す。

日時：3月9日（金）～11日（日）

10時～16時

場所：図書館AVホール


