
・大家さんと僕 矢部 太郎

・フーガはユーガ 伊坂 幸太郎

・平成くん、さようなら 古市 憲寿

宝島 真藤 順丈

・沢村さん家(ち)のそろそろごはんですヨ 益田 ミリ

・冥界からの電話 佐藤 愛子

・奈緒と磐音 居眠り磐音 佐伯 泰英

・一切なりゆき 樹木 希林

・未来 湊　かなえ

・ある男 平野 啓一郎

・野の春　（流転の海　第9部） 宮本 輝

・アトラス 神永 学

・

・未だ行ならず（上・下） 佐伯 泰英

・沈黙のパレード 東野 圭吾

・昨日がなければ明日もない 宮部 みゆき

・すぐ死ぬんだから 内館 牧子

第 341 号

〒800-0352

福岡県京都郡苅田町
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苅田町立図書館
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2019年2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＞

・テレビ探偵 小路 幸也∥著 KADOKAWA

・針と糸 小川 糸∥著 毎日新聞出版

・神のダイスを見上げて 知念 実希人∥著 光文社

・それでも空は青い 荻原 浩∥著 KADOKAWA

・彼女たちがやったこと 唯野 未歩子∥著 筑摩書房

・夜汐 東山 彰良∥著 KADOKAWA

・文豪の猫 アリソン ナスタシ∥著 エクスナレッジ

・ゆえに、警官は見護(みつめ)る 日明 恩∥著 双葉社

・奇商クラブ G.K.チェスタトン∥著 東京創元社

・私が食べた本 村田 沙耶香∥著 朝日新聞出版

・人生是、途中なり 松尾 スズキ∥著 朝日新聞出版

・THE LAST GIRL ナディア ムラド∥著 東洋館出版社

人気のある本

いろんな「ふたりがとうじょうだ！気のあうふたり。いつも

いっしょのふたり。あそぶときも、たびにでるときも、ごは

んをたべるときも、ふたりがいいね。

えほんの中に出てくる「ふたり」をみてみない？

特設コーナー

特 集

児 童 特 集

「猫の国へようこそ」

「ふたりでね。」

人間にとって身近な生き物の猫。その愛くるしい動き。一

度はふれてみたい肉球。そんな魅力たっぷりの猫のあれ

やこれや全てを特集します。あなたの知らない猫の世界が

そこにある！

＜なんだか気になるほん＞

・生命科学の未来 本庶 佑∥著 藤原書店

・思い出し脳活テスト ど忘れ現象を防ぐ会∥著 WAVE出版

・コピーして使えるシニアの漢字トレーニングクイズ

脳トレーニング研究会∥編 黎明書房

・恐怖の男 ボブ ウッドワード∥著 日本経済新聞出版社

・コンビニ外国人 芹澤 健介∥著 新潮社

・「さみしさ」の研究 ビートたけし∥著 小学館

・仕事にしばられない生き方 ヤマザキ マリ∥著 小学館

・逆境だらけの人類史 ビル プライス∥著

日経ナショナルジオグラフィック社

・辞書編集、三十七年 神永 曉∥著 草思社

・太平洋その深層で起こっていること 蒲生 俊敬∥著 講談社

・最後の読書 津野 海太郎∥著 新潮社

・兄・宇野昌磨 宇野 樹∥著 マガジンハウス

・平成精神史 片山 杜秀∥著 幻冬舎

・AI×人口減少 中原 圭介∥著 東洋経済新報社

・介護はケアマネで9割決まる! 小林 光恵∥著 育鵬社＜暮らしのほん＞

・たった1か所を「眺める」ことで始まる!人生を変える片づけ

井田 典子∥著 主婦と生活社

・がんばらない晩ごはん献立 重信 初江∥著 学研プラス

・Come home! vol.54 主婦と生活社

・頑張らない台所 村上 祥子∥著 大和書房

・白崎裕子の料理とおやつ 白崎 裕子∥著 農山漁村文化協会

・子どもと食べたい作りおきおかず 中村 美穂∥著 世界文化社

and more...

貸出中のものは

予約もできます。

祝☆芥川賞・直木賞！！
第160回受賞作品

《芥川賞》『ニムロッド』（上田 岳弘/著）

『１Ｒ１分３４秒』（町屋 良平/著）

《直木賞》『宝島』（真藤 順丈/著）

おめでとうございます！！



 

休館日

休館日

図書館する？！
ミーティング

19：00～20：30

図書館員の
おはなしタイム

2827

図書館シネマ

にじいろスマイル

20

おはなしハンプティの
むかしばなし

おはなしハンプティの
あかちゃんおはなし会

10 11 12

18 19

13

24 25 26

（建国記念の日）

祝日開館

17
休館日ラジオを作ろう講座

7

はらぺこあおむしの
おはなし会

9

21 【展示】⇒

15 16【展示】⇒

22 23

14

Ｊａｓｏｎ’ｓ
ストーリータイム

苅田町小中学生読書
リーダー養成講座
報告会・閉講式

2/1⇒2/11
読書リーダー

ＰＯＰ展示

2/15⇒2/17
苅田書道会
新春会員展

2/21⇒2/27
京都郡書写作品展

（京都郡小学校
教育研修会）

【展示】⇒

土

館内整理日

休館日

日 月 火 水 木 金

853 4

1 2

6

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（12月21日～1月20日受付分）

講談社

小森 宏 上田 俊公 さかい歯科医院 福岡県地方史研究連絡協議会

一般社団法人 家の光協会 福岡県環境部環境政策課企画調整班

他1名（匿名希望)

「恋人たちの食卓」
アン・リー／監督 （124分）

出演：ラン・シャン ヤン・クイメイ

日時：14日（金）

19：00～（※閉館後の案内になります）

場所：図書館ＡＶホール

1/20

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あかちゃんおはなし会 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

2/3（日）苅田えきらく大市（ｉｎとしょかん）

※今月のみ

2/17（日）ラジオを作ろう講座（要申込・先着20人）

13：00～15：00

場所：ＡＶホール

トランジスタラジオをつくってみませんか？

参加無料です。

※はんだごてを使います。小学三年生以下は、

保護者同伴で申し込みください。

2/19（火）～27（水）伊能忠敬没後200年記念展

苅田とゆかりのある伊能忠敬の功績を紹介。

23日（土）18：00よりシンポジウム

（※閉館後の案内になります。）

24日（日）デジタル伊能図の紹介

当館にある資料の他、他館からの資料も公開。

著）


