
その扉をたたく音

     老いの福袋

推し、燃ゆ

・ 東野 圭吾

これでおしまい 篠田 桃紅

・

小説8050 林 真理子

青山 美智子・お探し物は図書室まで

・ 町田 そのこ

・

沢村さん家(ち)のたのしいおしゃべり 益田 ミリ

湊 かなえ

町田 そのこ

新川 帆立

瀬尾 まいこ

ドキュメント

　　　コンビニ兄弟

　　　52ヘルツのクジラたち

・              喰うか喰われるか 溝口 敦

・ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人 東野 圭吾

・             薔薇のなかの蛇 恩田 陸

・ヒポクラテスの悔恨 中山 七里

・

白鳥とコウモリ

・

・

・

・

・

・

樋口 恵子

宇佐見 りん

元彼の遺言状

第 370 号

〒800-0352

福岡県京都郡苅田町

富久町1丁目17番地8

苅田町立図書館
オークヨム

ＴＥＬ 436-0946

ＦＡＸ 434-9314

2021年7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

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、「2021 夏・おすすめの本」をさんこうに、暑い夏をさら

に熱くしてみませんか！！よみたくなる本がめじろおしで

す！

＜小説・エッセイ・紀行・ノンフィクション＞

・ブックキーパー脳男 首藤 瓜於∥著 講談社

・爆弾魔 R.L.スティーヴンソン∥他著 国書刊行会

・うん古典 大塚 ひかり∥著 新潮社

・満天の花 佐川 光晴∥著 左右社

・ひきなみ 千早 茜∥著 KADOKAWA

・硝子戸のうちそと 半藤 末利子∥著 講談社

・カード師 中村 文則∥著 朝日新聞出版

・月下のサクラ 柚月 裕子∥著 徳間書店

・あるヤクザの生涯 石原 慎太郎∥著 幻冬舎

・僕が死んだあの森 ピエール ルメートル∥著 文藝春秋

・鉄道無常 酒井 順子∥著 KADOKAWA

・雷神 道尾 秀介∥著 新潮社

・インドラネット 桐野 夏生∥著 KADOKAWA

・最終飛行 佐藤 賢一∥著 文藝春秋

＜暮らしのほん＞

・365日食べたい!ひだまりさん家(ち)の定番おやつ

ひだまりクッキング∥著 KADOKAWA

・フォトジェニック!アイスドリンク 旭屋出版

・カジュアルに楽しむ手のひら盆栽 ビリ∥著 ブティック社

・本格カレーとビリヤニ最速レシピ 香取 薫∥著 主婦と生活社

・こどもとあそぶくらす きなこ∥著 KADOKAWA

・季節を味わう保存食手帖 飛田 和緒∥著 扶桑社

・パンのトリセツ 池田 浩明∥ほか著 誠文堂新光社

・くたびれないごはんづくり 婦人之友社

・DIY MAGAZINE日々をつくる se‐chi∥著 玄光社

＜なんだか気になるほん＞

・366日物語のある絵画 海野 弘∥解説 パイインターナショナル

・非正規介護職員ヨボヨボ日記 真山 剛∥著 フォレスト出版

・そこを教えてほしかった理系の雑学

おもしろサイエンス学会∥編 青春出版社

・ミライの武器 「夢中になれる」を見つける授業

吉藤 オリィ∥著 サンクチュアリ出版

・ゲーム・スマホ依存から子どもを守る本 樋口 進∥著 法研

・隈研吾建築図鑑 宮沢 洋∥画 文 日経BPマーケティング

・どうしても頑張れない人たち 宮口 幸治∥著 新潮社

・ダチョウ博士の人畜無害のすゝめ 塚本 康浩∥著 ビジネス社

・ターシャ・テューダー人生の楽しみ方 食野 雅子∥著 海竜社

・子どもは「親の心配」をランドセルに入れて登校しています

桑原 朱美∥著 WAVE出版

・友達0のコミュ障が「一人」で稼げるようになったぼっち仕事術

末岐 碧衣∥著 アルファポリス

・k.m.p.の、旅したくてぐるぐる。 k.m.p.∥著 東京書籍

・わたしの居場所 共同通信社取材班∥著 現代人文社

・スーパー戦隊 東映株式会社∥監修 学研プラス

・奇界遺産 3 佐藤 健寿∥編著 エクスナレッジ

ＮＥＷ

旅行にも行けないそんな日々、本の中で旅してみませ

んか？るるぶを眺めるように、旅情あふれる小説やミス

テリーはたくさんあります。小説の中の主人公になりきっ

て本の中の旅を満喫したり、時には名探偵になったつも

りで謎解きをしてみませんか？

「47都道府県を制覇する？！」

「2021 夏・おすすめの本」

＜新型コロナウイルスに関する本＞

・新型コロナワクチンQ&A100

コロワくんサポーターズ∥著 日経BPマーケティング

・キャラでわかる!はじめての免疫図鑑

岡田 晴恵∥著 日本図書センター

・東京ディストピア日記 桜庭 一樹∥著 河出書房新社

・京大おどろきのウイルス学講義 宮沢 孝幸∥著 PHP研究所

貸出中の本は、

ネットからも予約

できます。

ＮＥＷ
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祝日開館

6/22⇒7/15
「人権ポスター展」
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18 【展示】⇒

休館日
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土日 月 火 水 木 金

964 5

2 3
はらぺこあおむしの

おはなし会

（14：00～）

Ｊａｓｏｎ’ｓ
ストーリータイム

12 13 14

26

休館日 課題図書貸出開始

館内整理日
本館は19：00まで
開館しています

23

本館は19：00まで
開館しています

28 2927 30
月曜開館

（14：00～）

（9/12（日）まで）

21

本館は19：00まで
開館しています

（スポーツの日）

祝日開館
にじいろスマイルの

おはなし会休館日図書館シネマ

（海の日） （14：30～）

31

図書館員の
おはなしタイム

本館は19：00まで
開館しています

（11：00～）

夏おたのしみスタ
ンプカード開始

7/20⇒7/25
「苅田書道会会員及
び学童の七夕展」

10

17

24

おはなしハンプティの
むかしばなし

（14：30～）

本館は19：00まで
開館しています

本館は19：00まで
開館しています

1

本館は19：00まで
開館しています

8

15

（11：00～）

本館は19：00まで
開館しています

16

次の方々より図書の寄贈がありました。（敬称は省略させていただきます）

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）

黒岩淳 内山・渡邉是利子法人 全国公共図書館協議会

日蓮宗全国檀信徒協議会

館内では、マスク着用、会話をなるべく控え、人との

距離を保つようお願いします。

ご理解とご協力をお願いいたします。

※新型コロナウイルス感染状況によっては、図書館の

利用を変更することがあります。おはなし会、映画会

等に参加される際には、図書館までご確認ください。

パソコンで「初夏」と打ったら「書架」で変換される。悲しい。

スイカが食べたくて買いに行ったら、植木のスイカがなかった。悲しい。

推しの出ている雑誌を見て、あまりの顔面の尊さに引いた。悲しい。

帰って食べようと思って冷蔵庫に冷やしてあったデザートが食べられて

いた。悲しい。

図書館の敷地のすみっこに新しい命、うれしい。（F）

7月18日（日） 14：00～

「海よりもまだ深く」 （120分）

監督／是枝 裕和

出演／阿部 寛/真木 よう子

場所：AVホール

定員：35名

※新型コロナウイルス感染状況によっては、変

更することがあります。参加される際には、図

書館までご確認ください。

【図書館こよみ】

6月23日（水）晴れ

善立寺保育園様から七夕飾りを

いただきました♪

ありがとうございました。

夏休み、

そうだ、

本を読もう。

①課題図書の貸出をします。

多くの方々が読めるようにルールがあるよ。守ろう

ね！

●貸出はひとり２冊まで、期限は１週間です。

●貸出中のものには予約ができます。ひとり２冊まで。

●本を読む本人の利用券で貸出をしてください。

②2021夏おたのしみスタンプ

カードをするよ！

たくさん読んでポイント集め

て何かをゲットしてね！

【開館時間】 9：30～17：30

木・金曜日は9：30～19：00（本館のみ）

西部公民館図書室

9：30～13：00 14：00～17：30


