
・　　　　　　　獣たちのコロシアム 石田 衣良

・　　　そして、バトンは渡された 瀬尾 まいこ

・　　　　　　　楽園の烏 阿部 智里

・　　　　　　　灯台からの響き 宮本 輝

・

　　　女帝小池百合子 石井 妙子

ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー

・

・

毒島刑事最後の事件 中山 七里

・ 馳 星周

・

　　　一人称単数 村上 春樹

　　　少年と犬

流浪の月

東野 圭吾

・ ブレイディみかこ

クスノキの番人

オフマイク 今野 敏

気がつけば、終着駅

・

・

佐藤 愛子

凪良 ゆう

・きたきた捕物帖 宮部 みゆき

　　　　　　　スキマワラシ 恩田 陸

・

・カケラ 湊 かなえ

・
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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

きょうはいちにち、どんな日だった？がっこうにいったり、

さんぽに出たり、おともだちとあそんだり、はたまた、たんけ

んに出かけたり！

さあ、どんないちにち？えほんのなかにさがしにいこう！

＜小説・エッセイ・紀行・ノンフィクション＞

・法廷遊戯 五十嵐 律人∥著 講談社

・枕詞はサッちゃん 内藤 啓子∥著 新潮社

・二重拘束のアリア 川瀬 七緒∥著 小学館

・純喫茶パオーン 椰月 美智子∥著 角川春樹事務所

・トツ! SAT 麻生 幾∥著 幻冬舎

・今昔百鬼拾遺-月 京極 夏彦∥著 講談社

・酒場詩人の美学 吉田 類∥著 中央公論新社

・私捨悟入 安野 光雅∥著 朝日新聞出版

・タクジョ! 小野寺 史宜∥著 実業之日本社

・白蟻女 赤松 利市∥著 光文社

・かきあげ家族 中島 たい子∥著 光文社

・テロリストの家 中山 七里∥著 双葉社

・村井さんちの生活 村井 理子∥著 新潮社

・アスク・ミー・ホワイ 古市 憲寿∥著 マガジンハウス

・カエルの楽園2020 百田 尚樹∥著 新潮社

＜暮らしのほん＞

・はじめてのセルフリノベ 長野 恵理∥著 エクスナレッジ

・冷凍うどんアイデア帖 伯母 直美∥著 東京書店

・和布でスマホ入れ、ポシェット、リュック ブティック社

・好日絵巻 森下 典子∥著 パルコ出版

・床にものを置かないだけで、一生散らからない家になる! 

須藤 昌子∥監修 宝島社

・キレイをつくる、簡単!じぶんごはん

小鳥遊 しほ∥著 主婦の友社

＜なんだか気になるほん＞

・世界を変えた微生物と感染症 左巻 健男∥編著 祥伝社

・わたしの身体はままならない 石田 祐貴∥他著 河出書房新社

・海洋プラスチックごみ問題の真実 磯辺 篤彦∥著 化学同人

・少女たちがみつめた長崎 渡辺 考∥著 書肆侃侃房

・友だちってなんだろう? 齋藤 孝∥著 誠文堂新光社

・魔法少女の秘密のアトリエ

魔法アイテム錬成所∥著 ホビージャパン

・なんで僕に聞くんだろう。 幡野 広志∥著 幻冬舎

・あなたを閉じこめる「ずるい言葉」 森山 至貴∥著 WAVE出版

・ふるさとの手帖 かつお∥著 KADOKAWA

・京大的文化事典 杉本 恭子∥著 フィルムアート社

・大阪が日本を救う 石川 智久∥著 日経BPマーケティング

・疫病退散 日本の護符ベスト10 島田 裕巳∥著 サイゾー

・志村けん160の言葉 志村 けん∥著 青志社

・世界の宮殿廃墟 マイケル ケリガン∥著

日経ナショナルジオグラフィック社

・内なる町から来た話 ショーン タン∥著 河出書房新社

ＮＥＷ

10/1は「国際音楽の日」です。音楽を扱った小説や映画、

また世界各国の様々な音楽に触れてみませんか？オーケ

ストラの指揮者や奏者、それぞれ個性の光る楽器のおもし

ろさなど、きっと気になる本が見つかるはず♪読めばあなた

の頭の中に、音楽が鳴り響くかもしれませんよ。

「読む音楽」

「こんないちにち」

＜新型コロナウイルスに関する本＞

・コロナ後の世界を生きる 私たちの提言

村上 陽一郎∥編 岩波書店

・寂聴先生、コロナ時代の「私たちの生き方」教えてください! 

瀬戸内 寂聴∥著 瀬尾 まなほ∥著 光文社

・人類2.0 アフターコロナの生き方

小林 慎和∥著 プレジデント社

・ウイルスの世紀 山内 一也∥著 みすず書房

・コロナ後の世界を語る 養老 孟司∥他著 朝日新聞出版

・パンデミックの文明論

ヤマザキ マリ∥著 中野 信子∥著 文藝春秋

貸出中のものは

予約もできます。

ＮＥＷ

ＮＥＷ

ＮＥＷ
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苅田ハロウィン

（11：00～）

（14：00～）

はらぺこあおむしの
おはなし会

27 31
館内整理日

1211

19 20

14
休館日

13

28
（11：00～）

18
図書館員の

おはなしタイム

【展示】⇒

土日 月 火 水 木 金

964 5

2 3

7

110/20⇒10/30
「苅田町立図書館　30周

年記念
苅田山笠特別展示」

2625
（14：30～）

図書館シネマ

29 30

（11：30～14：30）

にじいろスマイル

休館日

休館日
（14：00/19：00）

←―――――――蔵書点検期間―――――――→

15

21 24

10

22 23

Ｊａｓｏｎ’ｓ
ストーリータイム

16

←――――――――――――――――蔵書点検期間（～10/10まで）―――――――――――――――――→

17

今年は新型コロナウイルスの為、様々な催しが中止になり

ました。苅田町立図書館では、今できる限りの内容でみなさ

まと共に楽しみたいと思っています。ぜひご参加ください♪

【AVホール】

11/1（日）14：00～ ●大和撫子はにかみ座

図書館開館30周年記念公演

11/3（火・祝）14：00～ ●苅田ウインドアンサンブル

ミニコンサート

11/7（土）14：00～ ●はらぺこあおむしのおはなし会

ちょっとスペシャル！
11/14（土）～11/15（日）10：00～16：00

●ブックリサイクル

【パティオ】
11/1（日）・11/3（火・祝）10：00～16：00

●図書館マーケット

◆出店者募集◆ 詳しくは図書館まで。

※参加時にはマスク着用、大きな声で話すのを控える等、引き続き

ご協力をお願いいたします。また、体調の悪い方はご遠慮ください。

※イベントは予定です。変更がある時は図書館ホームページ、掲示

物でお知らせいたします。図書館まで問い合わせください。

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（8月21日～9月20日受付分）

児玉ひとみ 足立珠枝 伊東昭義 江川修二 塚本拓史 笠原健治

苅田町まちの歴史担当 釜山広域市 ㈱現代経営技術研究所

他 １名（匿名希望）

今年の10月は祝日がありません。毎年あるお休みがないとがっ

かりです。図書館も毎年10月の蔵書点検をしないと落ち着かない。

1冊1冊の点検が貸出へと繋がるのです。10月後半には「読書週

間」が始まります。「ラストページまで駆け抜けて」、そういう

本に出会いたい。（KIHI）

マーケティング

「次郎長三国志 ～大馬鹿者でござんす。」

監督：マキノ 雅彦

出演：中井 貴一 鈴木 京香 北村 一輝

日時：10月22日（木）14：00/19：00

場所：図書館ＡＶホール

定員：35名

10/1～10/10

年に一度の蔵書

点検が終わりま

した。リフレッ

シュした図書館

にまたおこしく

ださい。

図書館要覧ができました。

欲しい方は、図書館に置い

てありますので、ご自由に

お持ち帰りください。


