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流浪の月 凪良 ゆう

ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー

・

・

店長がバカすぎて 早見 和真

・　　　ツナグ 想い人の心得 辻村 深月

・　　　　　　　一人称単数 村上 春樹

・鼠異聞 （上・下） 佐伯 泰英

・オフマイク 今野 敏

気がつけば、終着駅

馳 星周

・ ブレイディみかこ

　　　少年と犬

　　　　　　　いちねんかん 畠中 恵

女帝小池百合子 石井 妙子

佐藤 愛子

・きたきた捕物帖 宮部 みゆき

さらに、やめてみた。 わたなべ ぽん

・

・クスノキの番人 東野 圭吾

・

・ 湊 かなえ

・

心霊探偵八雲 12 神永 学
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〒800-0352
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苅田町立図書館
オークヨム

ＴＥＬ 436-0946

ＦＡＸ 434-9314

2020年9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

9月21日は敬老の日ですね。おじいちゃんおばあちゃんを

大事にしてたくさん孝行してくださいね。

この日にちなんで、今月はおじいちゃんやおばあちゃんが

でてくる絵本を紹介します。海外の絵本ではどんなふうに

描かれてるのかな？

ＮＥＷ

＜小説・エッセイ・紀行・ノンフィクション＞

・私が愛したトマト 高樹 のぶ子∥著 潮出版社

・ティンカー・ベル殺し 小林 泰三∥著 東京創元社

・サキの忘れ物 津村 記久子∥著 新潮社

・アガサ・レーズンの幽霊退治 M.C.ビートン∥著 原書房

・発火点 C.J.ボックス∥著 東京創元社

・わかりやすさの罪 武田 砂鉄∥著 朝日新聞出版

・いまこそ「小松左京」を読み直す 宮崎 哲弥∥著 NHK出版

・ほんとうのリーダーのみつけかた 梨木 香歩∥著 岩波書店

・スパイはいまも謀略の地に ジョン ル カレ∥著 早川書房

・小説をめぐって 井上 ひさし∥著 岩波書店

・食王 楡 周平∥著 祥伝社

・哄(わら)う北斎 望月 諒子∥著 光文社

・毒島刑事最後の事件 中山 七里∥著 幻冬舎

・希望の峰マカルー西壁 笹本 稜平∥著 祥伝社

＜暮らしのほん＞

・キウイのスイーツレシピ 加藤 里名∥著 マイナビ出版

・手づくり健康酢バイブル 金丸 絵里加∥著 主婦の友社

・お昼ごはんのめんレシピ! きじま りゅうた∥著 学研プラス

・家事でモメない部屋づくり

三木 智有∥著 ディスカヴァー・トゥエンティワン

・ミツカンの“家計の味方”レシピ ミツカン∥著 幻冬舎

・器は自由におおらかに 中川 たま∥著 家の光協会

＜なんだか気になるほん＞

・おやときどきこども 鳥羽 和久∥著 ナナロク社

・恐い間取り 事故物件怪談 2 松原 タニシ∥著 二見書房

・天才渋沢栄一 星 亮一∥著 さくら舎

・靖国神社の緑の隊長 半藤 一利∥著 幻冬舎

・この世界を知るための大事な質問 野澤 亘伸∥著 宝島社

・トーキング・トゥ・ストレンジャーズ

マルコム グラッドウェル∥著 光文社

・数学ガールの秘密ノート 結城 浩∥著 SBクリエイティブ

・誰も知らない自衛隊のおしごと 岡田 真理∥著 扶桑社

・相模原事件・裁判傍聴記 雨宮 処凛∥著 太田出版

・村上世彰、高校生に投資を教える。村上 世彰∥著 KADOKAWA

・部活めし! 村田 裕子∥監修 オレンジページ

・すごい!品質検査 うえたに夫婦∥著 PHP研究所

・大学教授が、「研究だけ」していると思ったら、大間違いだ! 

斎藤 恭一∥著 イースト・プレス

ＮＥＷ

新型コロナの影響で、色々なイベントや、旅行の計画も立

てられないまま、夏休みが終わってしまいました。せめて本

の中だけでも楽しみたい、そんな雰囲気にさせてくれる旅行

記や写真集、世界各地の様々な行事など、目で見て楽しめ

る本を集めてみました。

マスクなしで思いっきり想像の翼を広げましょう～♪

「海外旅行に行った気分」

「グランパ＆グランマ」

＜新型コロナウイルスに関する本＞

・コロナ・ショックは世界をどう変えるか

イワン クラステフ∥著 中央公論新社

・図解新型コロナウイルスメンタルヘルス対策

亀田 高志∥著 エクスナレッジ

・コロナ危機の社会学感染したのはウイルスか、不安か

西田 亮介∥著 朝日新聞出版

・感染症はぼくらの社会をいかに変えてきたのか

小田中 直樹∥著 日経BP

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（7月21日～8月20日受付分）

井本國子 渡邊幸一 さかい歯科医院 ＮＬＡ運動実行委員会

他５名（匿名希望）

コロナに苦しめられる昨今、いかがお過ごしでしょうか。三密を気に

してはスムーズに事が運べないというのを感じています。「新しい生

活」とはいえ、経済がこれだけ回らないのに、生活も何もないではない

か、と。苦しい現実を突きつけられ、行き場を失った感情は、死へいざ

なうかもしれません。９月10日～16日は自殺予防週間です。気晴らしに

図書館へ来てみませんか？（F）

苅田町立図書館本館及び西部分室は、『新しい生活様

式』に対応した形で施設運営を行っています。

図書館に来られる皆様の命と健康を守るために、引き続き

以下のことをご留意ください。ご不便をおかけしますが、ご

協力をお願いいたします。

①入館時にはマスク着用をお願いします。

②発熱や咳など体調不良の方は来館をご遠慮ください。

③館内ではできるだけ会話を控え、人との間隔を空けるよう、

お互いにご協力ください。

④AVホール・会議室の利用は、人数制限等条件があります。

⑤密を避けるため、半分の席数で対応します。地域研究席は

受付方式で利用を行います。

⑥居眠りなど長時間の席の占有は、お控えください。

「ライブラリアン ユダの聖杯伝説」

監督：ジョナサン・フレイクス

出演：ノア・ワイリー

日時：9月15日（火）14：00/19：00

場所：図書館ＡＶホール

9月からAVホールにて、おはなし会の再開

を予定しています。参加する時は、マスク

をお願いいたします（２歳児以下は必要あ

りません）。

※状況によっては、変更もあります。

10月1日（木）～10月10日（土）は特別整

理期間のため、全館休館いたします。

そのため、9月16日（水）～9月29日（火）

の間は、通常、本と雑誌あわせて10冊までのと

ころ、20冊まで貸出ができます。ＡＶ資料はあ

わせて3点までです。


