
・　　　　　　チンギス紀 5 北方 謙三

・旅仕舞 佐伯 泰英

・いけない 道尾 秀介

・　　　　　　時間(とき)の花束 三浦 百惠

佐伯 泰英

・ノーサイド・ゲーム 池井戸 潤

・

・

・さよならの儀式 宮部 みゆき

・ 東野 圭吾希望の糸

・そして、バトンは渡された 瀬尾 まいこ

・樹木希林120の遺言 樹木 希林

・　　　　　　新参者 藤井 邦夫

・一切なりゆき 樹木 希林

・               夏の騎士 百田 尚樹

・　「大家さんと僕」と僕 矢部 太郎/他著

むらさきのスカートの女 今村 夏子

・               鑓騒ぎ

朝倉 かすみ平場の月
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くらしの中に図書館を！

人気のある本

けがをしたり、びょうきになったりすると、わたしたちは、じ

ぶんのからだについていろんなことをおもいめぐらすようにな

りますね。ひごろ、つかわないきんにくや、からだのこうぞうな

ど、いろんなほんからみていきましょう。

特設コーナー

特 集

児 童 特 集

「アラ還からのシニアライフ」

「からだ だから」

超高齢化社会のニッポン。お金のやりくりはじゅうぶんで

しょうか？その備えで大丈夫？不安に思う前に、できること

からやっていきましょう！明るく楽しいシニアライフをむかえ

るためにも、色々なヒントがある本を集めてみました。

ＮＥＷ

ＮＥＷ

＜小説・エッセイ・紀行・ノンフィクション＞

・クジラアタマの王様 伊坂 幸太郎∥著 NHK出版

・化物蠟燭 木内 昇∥著 朝日新聞出版

・ストーリー・オブ・マイ・キャリア

L.M.モンゴメリ∥著 柏書房

・ブスの自信の持ち方 山崎 ナオコーラ∥著 誠文堂新光社

・天使も怪物も眠る夜 吉田 篤弘∥著 中央公論新社

・小説天気の子 新海 誠∥著 KADOKAWA

・スワロウテイルの消失点 川瀬 七緒∥著 講談社

・我らが少女A 高村 薫∥著 毎日新聞出版

・極限の婚約者たち 新堂 冬樹∥著 双葉社

・八本目の槍 今村 翔吾∥著 新潮社

・氷獄 海堂 尊∥著 KADOKAWA

・へぼ侍 坂上 泉∥著 文藝春秋

…など

＜なんだか気になるほん＞

・境界の日本史 森先 一貴∥ほか著 朝日新聞出版

・鳥瞰図で楽しむ日本百名山 [2019] 成美堂出版

・史実としての三国志 渡邉 義浩∥監修 宝島社

・キリン解剖記 郡司 芽久∥著 ナツメ社

・文豪たちの悪口本 彩図社文芸部∥編 彩図社

・黒澤明の羅生門 ポール アンドラ∥著 新潮社

・HSCを守りたい 斎藤 暁子∥著 風鳴舎

・がんから始まる生き方 養老 孟司∥著 NHK出版

・とんでもない甲虫 丸山 宗利∥ほか著 幻冬舎

・中国をつくった12人の悪党たち 石 平∥著 PHP研究所

・悩む人 高橋 秀実∥著 文藝春秋

・女子のうつ PMSがラクになる本 西村 留美∥著 飛鳥新社

・完全焚火マニュアル 笠倉出版社

・2000万円もってないオレたちはどう生きるか

岡 久∥著 自由国民社

・リアルサイズ古生物図鑑 中生代編 土屋 健∥著 技術評論社

＜暮らしのほん＞

・そろそろ、からだにいいことを考えてみよう

伊藤 まさこ∥著 朝日新聞出版

・野口真紀のわたしの好きなトマト料理

野口 真紀∥著 誠文堂新光社

・私でもスパイスカレー作れました! 

印度カリー子∥先生 サンクチュアリ出版

・家政婦makoのずぼら1分ごはん mako∥著 マガジンハウス

貸出中のものは

予約もできます。

特別整理期間＆20冊貸出のおしらせ

10月1日（火）～10月10日（木）は特別整理期間

のため、また11日（金）は館内整理日のため全館休館

いたします。

そのため、9月14日（土）～9月29日（日）の間は、

通常、本と雑誌あわせて10冊までのところ、20冊まで

貸出ができます。ＡＶ資料はあわせて3点までです。

ＮＥＷ

ＮＥＷ

ＮＥＷ



 

20冊貸出スタート
（9/29まで）⇒

22

29

1 2 3 4

15 16

土日 月 火 水 木 金

13108 9 【展示】⇒

6 7

（14：00～）

休館日

（秋分の日）

祝日開館

（敬老の日）

21

休館日

2019

26 27

講演会

（14：00～15：30）

30

17

25

（14：30～）

休館日

23 24

おはなしハンプティの
むかしばなし

（14：30～）

9/18⇒9/29
「はにわ復元
コンテスト」

（生涯学習課まちの歴史）

9/10⇒9/16
「パステルアート展」

（パステル乙女）

9/3⇒9/8
「苅田山笠

パネル＆写真展」
（苅田山笠保存振興会）

18

28

図書館シネマ

1412

はらぺこあおむしの
おはなし会

図書館員の
おはなしタイム

休館日

休館日

【展示】⇒

にじいろスマイル

（11：00～）

【展示】⇒

祝日開館

（14：00/19：00）

Ｊａｓｏｎ’ｓ
ストーリータイム

（11：00～）

5

11

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（7月21日～8月20日受付分）

安田 美栄子 前田 英範 村岡 都佳子 小野 剛史 田嶋 康憲

黒澤伊織事務所 海上保安庁 門司海上保安部 学研プラス

他 1名（匿名希望）

この夏も、「読書感想文」に悩み苦しみながら取り組んでいる学生の姿を見

かけた。課題図書や先生が薦めてくれる本というのは、最初は無味乾燥でな

かなか読み進まないけれど、それでもがんばって読んだ後には何かが心に残

るもの。自然と思考の幅も広がっているはず。

若いうちに多くの様々な分野の本に接して、あなたの心を楽しませて欲し

いと思う。大人になれば嫌でもそうはいかなくなるから。(M)

「新・御宿かわせみ」

監督：黛 りんたろう

出演：真野 響子

日時：9月19日（木）14：00/19：00

場所：図書館ＡＶホール

8/2（金）

アロマテラピー講座

「虫よけスプレーを作

ろう」

8/4（日）

苅田山笠のおはなし
8/20（火）小学生の部では、本の帯づくりと読み

聞かせの勉強をしました！帯は展示コーナーに設

置しました。（写真①②）

8/21（水）中学生の部では、特設コーナーの作り

方から、館内のコーナー見学、新聞づくり、本の

修理体験をしました。（写真③④）ぜひ、学校で

活かしてみてね！ 8/12（月）

南極クラス

8/16（金）

空港教室

8/19（月）

ヘアアレンジ講座

① ②

③ ④

8/23（金）

「NAO」を使ったプログ

ラミング体験教室

8/7（水）

新津中学校職場体験

やり方

貸出カウンターで利用券（図書館カード）と一緒にだしてね。

その日の日付にスタンプまたはシールを貼ります。

※１枚の利用券で複数のカードにはスタンプをおしません。

おはなしタイムなど図書館のイベントに参加しても

ポイントがつくよ！

NAO（なお）

です！


