
ライオンのおやつ 小川 糸

・

　　　　流浪の月

・

　　　　　　　カケラ 湊 かなえ

クスノキの番人

・

・

イマジン? 有川 ひろ

・ヒポクラテスの試練 中山 七里

・　　　　　　　みーんなほんなごと! 小松 政夫

・　　　　　　　新酒番船 佐伯 泰英

・　　　　　　　女帝小池百合子 石井 妙子

・ 凪良 ゆう

・

清明 今野 敏

・

・ツナグ 　想い人の心得

ブレイディみかこ

・ 東野 圭吾

ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー

アーモンド ソン ウォンピョン

　　　　　　　きたきた捕物帖 宮部 みゆき

辻村 深月

・落日 湊 かなえ

逆ソクラテス 伊坂 幸太郎

・

・
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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

今年の夏は、あつくなりそうですね！本えらびにまよった

ら、「2020 夏・おすすめの本」をさんこうに、暑い夏をさらに

熱い夏にしてみませんか！！よみたくなる本がめじろおし

です！
ＮＥＷ

＜小説・エッセイ・紀行・ノンフィクション＞

・じんかん 今村 翔吾∥著 講談社

・理由のない場所 イーユン リー∥著 河出書房新社

・芝居とその周辺 井上 ひさし∥著 岩波書店

・迷子のままで 天童 荒太∥著 新潮社

・流星シネマ 吉田 篤弘∥著 角川春樹事務所

・業平 高樹 のぶ子∥著 日経BP

・少年と犬 馳 星周∥著 文藝春秋

・五月の読書 高橋 英夫∥著 岩波書店

・濱地健三郎の幽(かくれ)たる事件簿

有栖川 有栖∥著 KADOKAWA

・ねなしぐさ 乾 緑郎∥著 宝島社

・パトリックと本を読む ミシェル クオ∥著 白水社

・家族、捨ててもいいですか? 小林 エリコ∥著 大和書房

・鴻上尚史のもっとほがらか人生 朝日新聞出版

・ウェイティング・バー 林 真理子∥著 文藝春秋

・あふれる家 中島 さなえ∥著 朝日新聞出版

・カインの傲慢 中山 七里∥著 KADOKAWA

＜暮らしのほん＞

・スパイスカレードリル

水野 仁輔∥著 パイインターナショナル

・畑から生まれた野菜のいちばんおいしいレシピ

西村 千恵∥著 家の光協会

・藤井恵の野菜をたっぷり食べるワザ! NHK出版

・思わず見とれるゼリースイーツ 大越 郷子∥著 誠文堂新光社

ＮＥＷ

＜なんだか気になるほん＞

・虫とゴリラ 養老 孟司∥著 山極 寿一∥著 毎日新聞出版

・ふだん着の寺田寅彦 池内 了∥著 平凡社

・移民の世界史 ロビン コーエン∥著 東京書籍

・今ここを生きる勇気 岸見 一郎∥著 NHK出版

・ゴーンショック 朝日新聞取材班∥著 幻冬舎

・国立公園を旅する NHK出版∥編集 NHK出版

・底抜けオオサカ観光局 神田 剛∥著 朝日新聞出版

・希林のコトダマ 椎根 和∥著 芸術新聞社

・キネマの玉手箱 大林 宣彦∥著 ユニコ舎

・日中戦後外交秘史 1954年の奇跡 加藤 徹∥著 新潮社

・一門 神田 憲行∥著 朝日新聞出版

・紫外線の社会史 金 凡性∥著 岩波書店

貸出中のものは

予約もできます。

ＮＥＷ

ＮＥＷ 7/1よりレジ袋の有料化が本格的に始まります。地球上の

限りある資源を大切に使うとともに、人間は自然界を守らな

ければならない大事な岐路に立たされています。今こそ生

活を見直してみませんか？ごみ問題、食品ロス、プラゴミな

どの本や、エコな暮らしのアイデア本を集めてみました。

「エコな生活」

「2020 夏・おすすめの本」

＜新型コロナウイルスに関する本＞

・感染症対人類の世界史 池上 彰∥ほか著 ポプラ社

・どうする!?新型コロナ 岡田 晴恵∥著 岩波書店

・新型コロナウイルス 水谷 哲也∥著 東京化学同人

・ウイルス・カビ毒から身を守る! 松本 忠男∥監修 扶桑社

・コロナの時代の僕ら パオロ ジョルダーノ∥著 早川書房

・思想としての<新型コロナウイルス禍> 

大澤 真幸∥ほか著 河出書房新社

・世界史を変えたパンデミック 小長谷 正明∥著 幻冬舎

・コロナクライシス 滝田 洋一∥著 日経BP

ＮＥＷ



 

（スポーツの日）

25

11

18

2

祝日開館

9

23 24

17

祝日開館

16

22

休館日

13

19

（海の日）

27 2826 30 31

土日 月 火 水 木 金

1075 6

3 4

8

1

館内整理日

12

20 21

休館日

15
休館日

14

29

図書館シネマ

（14：00～/19：00～）

休館日

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（5月21日～6月20日受付分）

大倉雅彰 國田くみ子 百地章 吉田憲雄 粕屋町教育委員会 北九州市立松本清張記念館

柳川市史編集委員会

他４名（匿名希望）

マスク着用がマナーとなっている今年の夏。例年より熱

中症の危険度が高まっていますね。水分補給と充分な休息

をとりながら、図書館で借りた本をおうちでゆっくり読む

のが至福の時になりそうです。（猛虎🐩）

【苅田町立図書館は、制限開館中です】※内容は変更することがあります。ホームページ等で確認を！

令和２年６月２日（火）から、苅田町立図書館及び西部分室での一部図書館サービスを再開しております。
◆サービス内容◆図書資料の貸出、返却、リクエスト、予約、利用券の新規発行、更新、再発行、パソコンコーナー（30分）、

新聞・新刊雑誌などの閲覧、AVホール、小会議室の受付（制限有） ※詳しくは図書館まで

◆利用可能時間◆10：00～17：30

（西部分室は7/5（日）まで10：00～13：00/14：00～17：00、7/7（火）から10：00～13：00/14：00～17：30）

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、図書館に来ら

れる皆様の命と健康を守るために、以下のことをお守りく

ださい。

＜感染症拡大防止対策＞

①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入館時に手指の消毒、連絡先カードの記入を実施します。

④人との間隔を空けるよう、お互いにご協力ください。

⑤館内が密にならないように、滞在時間を60分程度でお願

いします。

ご不便をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いい

たします。

「チルソクの夏」

監督：佐々部 清

出演：水谷 妃里 上野 樹里 桂 亜沙美

日時：7月7日（火） 14：00/19：00

場所：図書館ＡＶホール

6/24（水）

善立寺保育園のみなさん

が今年も素敵な七夕かざ

りを用意してくれました。

図書館のブラウジング

コーナーにありますので、

短冊に願いごとを書いて

飾ってね（7/7まで）。


