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2023年1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

一 般 特 集

児 童 特 集

2023年の大河ドラマ「どうする家康」。

乱世を生き抜いた偉人、徳川家康をメインに周囲も豊臣秀吉など豪

華な戦国武将たちばかり。ドラマをより楽しめるように登場人物たちに

ついての本を集めます。

「家康、時代を築いた武将」

「ぴょ～ん うさぎ年」

貸出中の本は、

ネットからも予約できます。

今年の干支はうさぎ。ふわふわな毛に、まんまるおめめ、見ている

だけでいやされますね。ぴょんぴょんはねるうさぎのように楽しい一年

になりますように！

＜なんだか気になるほん＞

・忘れる読書 落合 陽一∥著 PHP研究所

・絵本はホスピタリティの宝箱 元気が湧く∥編 かもがわ出版

・「一万円選書」でつながる架け橋 岩田 徹∥著 竹書房

・いつか必ず死ぬのになぜ君は生きるのか

立花 隆∥著 SBクリエイティブ

・大人だって、泣いたらいいよ 紫原 明子∥著 朝日出版社

・マーガレット王女とわたし アン・グレンコナー∥著 白水社

・福岡遊学 福岡地方史研究会∥編 海鳥社

・家事は大変って気づきましたか? 阿古 真理∥著 亜紀書房

・ルポ特殊詐欺 田崎 基∥著 筑摩書房

・80歳でも脳が老化しない人がやっていること

西 剛志∥著 アスコム

・「毒と薬」のことが一冊でまるごとわかる

齋藤 勝裕∥著 ベレ出版

・狩女のすすめ ジビエふじこ∥著 緑書房

・高倉健沈黙の演技 野地 秩嘉∥著 プレジデント社

・<メンタルモンスター>になる。 長友 佑都∥著 幻冬舎

・基礎からわかる論文の書き方 小熊 英二∥著 講談社

＜暮らしのほん＞
・長生きショウガ新健康法大全 文響社

・幸せな心持ち 内田 彩仍∥著 主婦と生活社

・ハンドメイドのミニ財布 日本ヴォーグ社

・町中華の丸かじり 東海林 さだお∥著 朝日新聞出版

・大庭さんちの保存食 大庭 英子∥著 文化学園文化出版局

・ごはんに化けるズルイおつまみ 藤岡 操∥著 EDITORS

・マグカップひとつでレンチン!オートミールレシピ

おこめ∥著 KADOKAWA

・トースターで作れる!おうちで簡単本格パン

松尾 美香∥著 秀和システム

＜なんだか気になる本 forキッズ＞
◇えほん◇
・いのちがかえっていくところ 最上 一平∥作 童心社

・この本はよまれるのがきらい ダビット・サンデン∥作 すばる舎

・かぼちゃスープのおふろ 柴田 ケイコ∥作 小学館

・交通安全大王 よしなが こうたく∥さく 好学社

◇よみもの◇

・えんぴつはだまってて あんず ゆき∥作 文溪堂

・ノレノレかるた こまつ あやこ∥著 毎日新聞出版

・四つ子ぐらし13 ひの ひまり∥作 KADOKAWA

・クイズ研究会チームスリー まはら 三桃∥作 金の星社

◇ぶんるい◇

・ギネス世界記録2023 角川アスキー総合研究所

・猛毒をもつ危険生物 永井 宏史∥著 誠文堂新光社

・じぶんでよめるでんしゃずかん 成美堂出版

・超むずいまちがいさがし アカハナドラゴン∥作画 笠倉出版社

＜小説・エッセイ・紀行・ノンフィクション＞

・詩303P 内田 麟太郎∥作 303 BOOKS

・カレル・チャペックの見たイギリス カレル・チャペック∥著 海山社

・月の立つ林で 青山 美智子∥著 ポプラ社

・光のとこにいてね 一穂 ミチ∥著 文藝春秋

・絶筆 石原 慎太郎∥著 文藝春秋

・バッド・コップ・スクワッド 木内 一裕∥著 講談社

・御家の大事 近衛 龍春∥著 新潮社

・ばくうどの悪夢 澤村 伊智∥著 KADOKAWA

・プリテンド・ファーザー 白岩 玄∥著 集英社

・最後のひと 松井 久子∥著 中央公論新社

・耳の叔母 村田 喜代子∥著 書肆侃侃房

・裸で泳ぐ 伊藤 詩織∥著 岩波書店

・まるい三角関係 清水 ミチコ∥著 中央公論新社

・Turn!Turn!Turn! 東山 彰良∥著 書肆侃侃房

・長生きは老化のもと 土屋 賢二∥著 文藝春秋

西部公民館図書室特集 「笑福しましょう♪そうしましょう♪」

年はじめは笑って明るく始めたいですね。

笑うことは健康にもいいそうですし、福をたくさん呼び込みましょう！

クスリと笑える小説やエッセイ、落語や漫談のCDも集めます。
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1/11⇒1/17
「外国人から見た苅田」

フォトコンテスト

1/18⇒1/21
「絵画作品展」
（苅田水彩）

1/22⇒1/29
「本の紹介カード」
片島小学校・白川小学校

27

夜間開館19：00まで

（本館のみ）

（14：30～）

おはなしハンプティの
むかしばなし

21夜間開館19：00まで

（本館のみ）

（14：30～）

20

敬称は省略させていただきます。

華な戦国武将たちばかり。ドラマをより楽しめるように登場人物たちに

【開館時間】

苅田町立図書館本館 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

だけでいやされますね。ぴょんぴょんはねるうさぎのように楽しい一年

★12/20（火） プリザーブドフラワーdeクリスマスアレンジ

12名の方が参加してくださいました。

白、グリーン、赤に着色した紫陽花の花びらを使って、

ワイヤーで束ねていく過程が難しそうでした。

同じ材料を使っているのに、それぞれ雰囲気が違った

アレンジが出来上がりました。

★12/24（土） キャッキエラ マンドリンクリスマスミニコンサート

クリスマスイヴにキャッキエラ

の演奏が聴けるなんて、

なんて贅沢な時間でしょう！

前日に降った雪で、足元が

悪い中、たくさんの方が

マンドリンが奏でるクリスマスソングに耳を傾けていました。アンコールの♪そりすべり♪は、手拍

子で会場が一体感に包まれました。

★12/25（日） ゆめたいむ クリスマスおはなし会スペシャル

カリンバの演奏から始まったおはなし会スペシャル。語りや大型えほんの読み聞かせなどボ

リーム満点！大きな布絵本もクリスマスにぴったり♪手遊びもあり楽しい時間を過ごしました。

1/8（日）軍師官兵衛 前編 113分 1/9（月祝）軍師官兵衛 後編 113分

前川 洋一／作 【出演】岡田准一、中谷美紀、松坂桃李 ほか

図書館deハンドメイド～マクラメコースターをつくろう

日時：1月29日（日）

①10：30～11：30 ②13：00～14：00 ③14：30～15：30

場所：苅田町立図書館 小会議室

定員：各回6名ずつ 計18名 ※世帯申込可

申込：1月11日（水）より

苅田町立図書館・本館に来館のみ受付（先着順）

材料費：ひとり500円 （当日講師に支払い）

講師：micochiさん

その他：制作する形は、ハート型または四角型のどちらかお選びください。

マクラメで使用する色は受付時に確認します。

講座受講後、材料購入可能（ひとつ500円）

次の方々より図書の寄贈がありました。

井原浩、大津俊夫、吉田澄男、滋賀県立琵琶湖博物館

他5名（匿名希望）ご寄贈ありがとうございました。

図書の寄贈（11月21日～12月20日受付分）

クリスマスイベントで盛り上がった…

12月の図書館★ダイジェスト

★12/20（火）～12/25（日） 本の紹介カード展示

南原小学校、与原小学校の皆さんが書いてくれました。

ご協力ありがとう

ございました。

次回は1/22（日）～1/29（日）まで。片島小学校、白川小学校です。おたのしみに♪

さあ！

はじめよう！


