
・かがみの孤城 辻村　深月

・未来 湊 かなえ

・魔力の胎動 東野 圭吾

・漫画君たちはどう生きるか 吉野 源三郎∥原作

・敦盛おくり 佐伯 泰英

・騒動 上田 秀人

・あやかし草紙 三島屋変調百物語伍之続 宮部 みゆき

・異郷のぞみし 佐伯 泰英

・連続殺人鬼カエル男ふたたび 中山 七里

・片えくぼ 藤井 邦夫

・Lily 日々のカケラ 石田 ゆり子

・万引き家族 是枝 裕和

・パンドーラ 梶永 正史

・群青色の波 鈴木 英治

・ののはな通信 三浦 しをん

第 334 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
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ＦＡＸ 434-9314

2018年7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＞

・きげんのいいリス トーン テレヘン∥著 新潮社

・つながりの蔵 椰月 美智子∥著 KADOKAWA

・ドロシイ殺し 小林 泰三∥著 東京創元社

・梟の月 小松 エメル∥著 KADOKAWA

・ありえないほどうるさいオルゴール店

瀧羽 麻子∥著 幻冬舎

・ひと 小野寺 史宜∥著 祥伝社

・瑕疵借り 松岡 圭祐∥著 講談社

・やっぱり食べに行こう。 原田 マハ∥著 毎日新聞出版

・無暁の鈴 西條 奈加∥著 光文社

人気のある本

夏休みはどんな本を読みますか？本選びにまよった

とき、「２０１８夏・おすすめの本」を参考にしてみてはど

うでしょう？

特設コーナー

特 集

児 童 特 集

「おっ？これもサイエンス！？」

「2018夏・おすすめの本」

たとえばアリの行進を見つめていても、たとえば銀河系に

ついてでも、「科学」の視点からとらえると、実に色々なこと

を私たちに語ってくれます。

わくわくするような知識を教えてくれる本から、専門的な

本まで、様々な分野の「科学本」を集めてみました。

今年の夏は、科学で熱くなれ！！！

＜なんだか気になるほん＞

・時は待ってくれない 小田 和正∥著 PHP研究所

・江戸の骨は語る 篠田 謙一∥著 岩波書店

・新幹線全車種コンプリートビジュアルガイド

レイルウエイズグラフィック∥著 グラフィック社

・美術館へ行こう 伊藤 まさこ∥著 新潮社

・哲学の奇妙な書棚 Roy Sorensen∥著 共立出版

・ルポ児童相談所 大久保 真紀∥著 朝日新聞出版

・一緒に冒険をする 西村 佳哲∥著 弘文堂

・国宝の解剖図鑑 佐藤 晃子∥著 エクスナレッジ

・花殺し月の殺人 デイヴィッド・グラン∥著 早川書房

・「きぼう」のつくりかた 長谷川 義幸∥著 地人書館

＜暮らしのほん＞

・主役サラダ200  エダジュン∥著 誠文堂新光社

・育てる楽しむ癒しの「苔ボトル」

佐々木 浩之∥写真 戸津 健治∥文 コスミック出版

・お酢で!スーッと美やせレシピ 主婦の友社

・汁かけごはん 田内 しょうこ∥著 駒草出版

・ハーバリウムづくりの教科書 平山 りえ∥著 世界文化社

and more...

＜夏いぃね小説＞

・サマーウォーズ 細田 守/原著 角川書店

・夏への扉 ロバート A.ハインライン∥著 早川書房

・少年たちの終わらない夜 鷺沢 萠／著 河出書房新社

・夏の庭-The Friends- 湯本 香樹実∥著 徳間書店

・真夏の方程式 東野 圭吾／著 文藝春秋

・すいかの匂い 江國 香織／著 新潮社

・八月の博物館 瀬名 秀明∥著 角川書店

・銀河鉄道の夜 宮沢 賢治／著 新潮社

・こころ 夏目 漱石／著 新潮社

貸出中のものは

予約もできます。



休館日
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日 月 火 水 木 金

1 【展示】⇒2

148 9 10 11

はらぺこあおむしの
おはなし会

【展示】⇒

Ｊａｓｏｎ’ｓ
ストーリータイム図書館ｄｅわくわく

サイエンス！
休館日

12 13
図書館員の

おはなしタイム

15 16 17 18 19

休館日 休館日

20 21【展示】⇒

おはなしハンプティの
むかしばなし

22 23 24 25 26 27 28

休館日

（海の日）

祝日開館 にじいろスマイル

29 30 31

月曜開館 図書館シネマ
ゆめたいむのおはなし
会夏休みスペシャル

7/3⇒7/8
苅田書道会

「会員及び学童の
七夕展」

7/10⇒7/12
ゆふいんの森展

7/20⇒7/22
「書道作品展」

（和光塾）
館内整理日月曜開館

読書感想文書き方講座

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）

グラフィック社

朝日新聞出版

エクスナレッジ

楠根 圭子 野島 美弥子 萩原 覚 酒井 早苗 みやま市教育委員会

大川インテリア振興センター 神奈川大学 福岡県３団体（省略）

他３名（匿名希望）

はらぺこあおむしのおはなし会 １４：００から

Ｊａｓｏｎ’ｓストーリータイム １１：００から

おはなしハンプティのむかしばなし １４：３０から

にじいろスマイル １１：００から

図書館員のおはなしタイム １４：３０から

7 28

11

今年も善立寺保育園さんか

ら七夕飾りをいただきまし

た。ありがとうございま

す！みんなの願い事が叶い

ますように、、、！！

7 30 10 00 15 00

12 00 13 00

15 7 23
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6/24

6/9

6/20
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＜学習席について

のご案内＞

北公民館、小波瀬コ

ミュニティセンターの元

図書室が学習室として利

用できます。席も十分あ

りますので、どうぞご利

用ください。


