
・

・                熱源 川越 宗一

・歩道橋シネマ 恩田 陸

・               騒がしい楽園 中山 七里

・               背高泡立草 古川 真人

・落日

朝倉 かすみ平場の月

・ライオンのおやつ 小川 糸

・

黒武御神火御殿 宮部 みゆき

・

・罪の轍 奥田 英朗

ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー・ ブレイディみかこ

               初午祝言 佐伯 泰英

大名倒産　（上・下） 浅田 次郎

湊 かなえ

・                清明 今野 敏

medium 相沢 沙呼

・

・

・

・ 辻村 深月

希望の糸 東野 圭吾

ツナグ 想い人の心得
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くらしの中に図書館を！

人気のある本

冬は寒くて、からだがちじこまってしまいま

す。でも冬ならではの遊びがありますよね！

そう、ゆきあそび！絵本の中のふゆあそび、

ゆきあそびを、みにいこう！！

特設コーナー

特 集

児 童 特 集

「"新"皇室の時代」

「あっ、ゆきだ！」

令和初の天皇誕生日を迎え、日本の皇室に注目。皇

室御用達のものや、滞在したホテル、ゆかりの場所や、

皇族の方々の本など皇室ならではの話が書かれた本を

中心に、集めてみました。

ＮＥＷ

＜小説・エッセイ・紀行・ノンフィクション＞

・大人のカタチを語ろう。 伊集院 静∥著 集英社

・氷の轍 桜木 紫乃∥著 小学館

・リボンの男 山崎 ナオコーラ∥著 河出書房新社

・ロマノフ王朝の秘宝を奪え! （上・下）

クライブ カッスラー∥著 扶桑社

・陰謀の島 マイケル イネス∥著 論創社

・できない相談 森 絵都∥著 筑摩書房

・ほのぼのお徒歩(かち)日記 宮部 みゆき∥著 新潮社

・老警 古野 まほろ∥著 KADOKAWA

・毎朝ちがう風景があった 椎名 誠∥著 新日本出版社

・春とび娘 原 宏一∥著 双葉社

・風間教場 長岡 弘樹∥著 小学館

・老人初心者の覚悟 阿川 佐和子∥著 中央公論新社

・すみれ屋敷の罪人 降田 天∥著 宝島社

＜暮らしのほん＞

・今作りたいサコッシュ ブティック社

・レンチンホットサラダ 小田 真規子∥著 文化学園文化出版局

・志麻さんちのごはん タサン志麻∥著 幻冬舎

・まいにち食べたいヴィーガンスイーツ

今井 ようこ∥著 リットーミュージック

・58歳から日々を大切に小さく暮らす ショコラ∥著 すばる舎

・DIYで部屋リノベーション ! 学研プラス

ＮＥＷ

ＮＥＷ

＜なんだか気になるほん＞

・世界「倒産」図鑑 荒木 博行∥著 日経BP

・スノーデン独白 エドワード・スノーデン∥著 河出書房新社

・彼岸の図書館 青木 真兵∥著 青木 海青子∥著 夕書房

・文化大革命五十年 楊 継縄∥著 岩波書店

・人間のトリセツ 黒川 伊保子∥著 筑摩書房

・交通誘導員ヨレヨレ日記 柏 耕一∥著 フォレスト出版

・なんとかする工作 青木 亮作∥著 玄光社

・「首里城 」 沖縄タイムス社

・カントの生涯 石井 郁男∥著 水曜社

・ものは言いよう ヨシタケ シンスケ∥著 白泉社

・精神科医が教える聴く技術 高橋 和巳∥著 筑摩書房

・わが子をAIの奴隷にしないために 竹内 薫∥著 新潮社

・天皇と軍隊の近代史 加藤 陽子∥著 勁草書房

・映画すみっコぐらし 主婦と生活社

・その睡眠が寿命を縮める 末松 義弘∥著 幻冬舎

あの寅さんが帰ってきた！

「男はつらいよ」でおなじみ、フーテンの寅さんが帰ってき

ました。ふいに傍らにいて励ましてくれる寅さん。新刊が出

ていますので紹介します。

『寅さんの列車旅』（「旅と鉄道」編集部∥編 天夢人）

『いま、幸せかい?』（文藝春秋）

『知識ゼロからの寅さん入門』（川本三郎∥監修 幻冬舎）

『『男はつらいよ』50年をたどる。』（都築 政昭∥著 ポプラ社）

『男はつらいよお帰り寅さん』（山田 洋次∥原作講談社）

貸出中のものは

予約もできます。

ＮＥＷ

ＮＥＷ



 

5 【展示】⇒

（～2/16）

29

図書館シネマ

（14：00/19：00）

おはなしハンプティの
あかちゃんおはなし会

おはなしハンプティの
むかしばなし

（14：30～）

はらぺこあおむしの
おはなし会

（14：00～）

22

8
市民催事委員会

（19：00～20：30）

苅田町小中学生読書リー
ダー養成講座閉講式

1/29⇒2/4
「道路見学会パネ

ル紹介」

26 27

Ｊａｓｏｎ’ｓ
ストーリータイム

（11：00～）

2/5⇒2/11
「自衛隊広報活動」
（航空自衛隊追記基

地広報部）

2/12⇒2/16
「新春会員展」
（苅田書道会）

祝日開館

（建国記念の日）

休館日

10

24

19

6

151413

20 21

苅田古書街

16

23
祝日開館 休館日

休館日

28
館内整理日

図書館員の
おはなしタイム

土日 月 火 水 木 金

742 3

1

（振替休日）（天皇誕生日）

休館日

11

25
（11：00～）

9

17 18

【展示】⇒

にじいろスマイル

祝日開館

12

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）

坂本裕二 株式会社福岡放送 国際労働機関（ILO)駐日事務所 長寿社会開発センター

「父と暮らせば」

日時：2月20日（木）14：00/19：00

出演/宮沢りえ、 原田芳雄、 浅野忠信

監督/黒木和雄

※19：00の回は図書館閉館後の案内と

なります。

1/7（火）～

年始恒例、図書館

福袋とおみくじが

盛況のうちに終わ

りました。たくさ

んの幸せがありま

すように！

『一月往(い)ぬる二月逃げる三月去る』とはよく言ったもので、2020年が始

まったのがつい昨日のような気がしますがあっという間に二月になりました。

二月は他の月より日が少ないので本当に逃げるように過ぎていくのでしょうね。

今年はうるう年、夏のオリンピックイヤーです。通常の年と違って二月が一

日多く、受験生は一日多く勉強できる（？）。ここまできたら体調管理が最優

先。健闘をお祈りします。（みま）

予約もできます。

日時◆2月16日（日） 11：00/13：00（各10名ずつ）

場所◆図書館小会議室

材料費◆1個につき500円（一人2個まで作れます）

申込◆図書館カウンターか電話

※小学2年生以下の児童は保護者同伴でお願いします。

※現在受付中です。定員になり次第、締め切りになり

ます。

『はじめての手づくりロゼット』

（ブティック社）

1/26（日）

第2回冬のにぎやかフェ

スタが開催されました。

暖かいラーメンに舌鼓。

マルシェも賑わってい

ました。

かんだの古書市とをかしきものたち
2月13日（木）～2月16日（日）10：00～17：00

図書館AVホールにて

古書肆「らるしびすと」と多種多様なものたち「をかしき

ものたち」がやってきますよ。興味のある方はぜひ！

ロゼット、作ってみませんか？


