
・　　　　　　　育休刑事(デカ) 似鳥 鶏

・平場の月 朝倉 かすみ

・とめどなく囁く 桐野 夏生

・　　　　　　　日の昇る国へ 佐伯 泰英

岸 惠子

・　　　　　　　ノーサイド・ゲーム 池井戸 潤

・

・　　　　　　　春淡し 佐伯 泰英

・孤独という道づれ

川村 元気　　　　　　　百花

・マジカルグランマ 柚木 麻子

・沈黙のパレード 東野 圭吾

・女の偏差値 林 真理子

・カゲロボ 木皿 泉

・傲慢と善良 辻村 深月

・ 瀬尾 まいこそして、バトンは渡された

・樹木希林120の遺言 樹木 希林

・一切なりゆき 樹木 希林
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くらしの中に図書館を！

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、「2019 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

「スゴいぜ！東大」

「2019 夏・おすすめの本」

テレビのクイズ番組だけでなく、いまや八面六臂の活躍を

みせる東京大学出身者たち。彼らの脳構造ってどうなって

るんでしょうね。今月は現役東大生、東大出身の著名人に

スポットをあててみました。
ＮＥＷ

ＮＥＷ

ＮＥＷ

ＮＥＷ

＜小説・エッセイ・紀行・ノンフィクション＞

・図書館司書と不死の猫 リン トラス∥著 東京創元社

・崩壊の森 本城 雅人∥著 文藝春秋

・孤独という道づれ 岸 惠子∥著 幻冬舎

・魔法を召し上がれ 瀬名 秀明∥著 講談社

・台風家族 市井 点線∥著 キノブックス

・夢見る帝国図書館 中島 京子∥著 文藝春秋

・アタラクシア 金原 ひとみ∥著 集英社

・暁天の星 葉室 麟∥著 PHP研究所

・アンサーゲーム 五十嵐 貴久∥著 双葉社

・ライフ 小野寺 史宜∥著 ポプラ社

・僕が夫に出会うまで 七崎 良輔∥著 文藝春秋

・平安ガールフレンズ 酒井 順子∥著 KADOKAWA

…など

＜なんだか気になるほん＞

・35歳、働き女子よ城を持て! 高殿 円∥著 KADOKAWA

・間違いだらけの腸活の常識 藤田 紘一郎∥著 エクスナレッジ

・御朱印でめぐる九州の神社

『地球の歩き方』編集室∥著 ダイヤモンド社

・FBI捜査官が教える「しぐさ」の実践解読辞典407

ジョー ナヴァロ∥著 河出書房新社

・シニアのための防災手帖 三平 洵∥監修 産業編集センター

・イチロー引退会見全文 国際情勢研究会∥編 ゴマブックス

・沖縄戦を知る事典 吉浜 忍∥ほか編 吉川弘文館

・ショーケン最終章 萩原 健一∥著 講談社

・なぜ、男子は突然、草食化したのか

本川 裕∥著 日本経済新聞出版社

・みらいめがね

荻上 チキ∥著 ヨシタケ シンスケ∥著 暮しの手帖社

＜暮らしのほん＞

・コップひとつからはじめる自給自足の野菜づくり百科

はた あきひろ∥文 内外出版社

・ひんやりさっぱりゼリー寄せ 大越 郷子∥著 誠文堂新光社

・とっておき手づくり果実酒 大和 富美子∥著 創森社

・とにかく盛り上がる夜ごはん 小田 真規子∥料理 文響社

・ときめく10分スイーツ 若山 曜子∥著 家の光協会

・夏めし100 高橋 雅子∥著 池田書店

・ぬか漬け帖 有元 葉子∥著 筑摩書房

・オキシクリーンとことん使い込みBOOK 徳間書店

ＮＥＷ

貸出中のものは

予約もできます。

課題図書＆指定図書（感想文・感想画）の貸出について

多くの方が読めるように、下記の期間中は貸出ルールを別設

定にしております。ご了承ください。

●期間：7/9（火）～9/8（日）

●貸出冊数：ひとり2冊まで。

本を読む本人の利用券で貸出してください。

●貸出期限：1週間

●予約冊数：ひとり2冊まで。



 

（10：00～）

20
おはなしハンプティの

むかしばなし

（14：30～）

図書館員の
おはなしタイムＳＰ

13

30

夏休みスタンプ
カード開始⇒

休館日

16

24

祝日開館

（海の日）

館内整理日

7/10⇒7/14
北公民館講座　「土木写
真部×苅田港インフラ映

えツーリズム写真展」
月曜開館

だれでも書ける
読書感想文教室

Ｊａｓｏｎ’ｓ
ストーリータイム

（11：00～）

【展示】⇒1918

25 26 【展示】⇒

4

10 【展示】⇒

15

7/19⇒7/21
　

「和光塾書道展」

　

31

17

27

（10：00～）

図書館シネマ

（14：00～/19：00～）

月曜開館

22 23

7/26⇒7/30
　

「流木の展示」

土

休館日

日 月 火 水 木 金

1297 8

5 6

（14：00～）

11

はらぺこあおむしの
おはなし会休館日

14

21

7/2⇒7/7
苅田書道会　「会員と

学童の七夕展」

【展示】⇒1 2 3

にじいろスマイル

（11：00～）

2928

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）

安部 郁彦 金川 顕教 辻 あつ子 田上 豊美 みやま市教育委員会

㈱学研プラス 日本精工株式会社 福岡県議会事務局

他3名（匿名希望）

6/26（水）

善立寺保育園のみなさんが今

年も素敵な七夕かざりを用意

してくれました。図書館のブ

ラウジングコーナーにありま

すので、短冊に願いごとを書

いて飾ってね（7/7まで）。

🐩

●7月17日（水）～8月30日（金）

「2019夏 おたのしみスタンプカード」

15ポイントためて、ガチャポンしよう！

（Ａ賞からＤ賞まであります）

※スタンプカードの配布は7/2（火）から始めます。

●７月26日（金） 10時～15時 （AVホール）

「だれでも書ける読書感想文教室」

対象：苅田町立図書館の利用券をお持ちの小学生

参加無料

※事前に申込が必要です。図書館来館のみの受付。

（受付時にお渡しする資料あり）

定員：15名（定員になりしだい終了）

●7月27日（土） 10時～11時 （ＡＶホール）

「図書館員のおはなしタイムスペシャル」

話題のあの絵本を読むよ！

クイズにも挑戦してみよう！

「花の誇り」 （87分）

出演：瀬戸 朝香、酒井 美紀

日時：7月18日（木）

14：00/19：00

場所：図書館ＡＶホール

6/25（火）

南原小４年生が図書館

のバリアフリー見学に

きました。点字絵本や、

拡大機にふれたりしま

した。


