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掬えば手には

　　　　汝、星のごとく

　　　ジェイソン流お金の増やし方

　　　　マイ・プレゼント

高瀬 隼子

・

・

・
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・

・

・

・

　　　　ハヤブサ消防団

・

辻村 深月

・ 東野 圭吾マスカレード・ゲーム

夜に星を放つ 窪 美澄

・

　　　　噓つきジェンガ

・

・

　　　　その本は

あさの あつこ

知念 実希人

　　　　乱鴉の空

又吉 直樹

瀬尾 まいこ

凪良 ゆう

　　　　名乗らじ 佐伯 泰英

厚切りジェイソン

池井戸 潤

　　　おいしいごはんが食べられますように

　　　宙ごはん

青山 美智子

町田 そのこ

同志少女よ、敵を撃て 逢坂 冬馬

　　　　私たちのときめき手帳&文具

　　　　生命の略奪者
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〒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

2022年10月12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

秋の読書週間が始まります。今年のテーマは「この一冊に、

ありがとう」です。本を探すためのツールを紹介。

新しい発見がある本に出会ってください。

「本好き、集まれ！」

「モンスターズ！」

貸出中の本は、

ネットからも予約できます。

妖怪？怪獣？人でも動物でもないなにかが登場。

ハロウィンのお祭りにちなみ、いろいろなおばけや魔女が出

てくるおはなしを集めます。

＜なんだか気になるほん＞

・頭の良い人がやっている「調べ方」究極のコツ

齋藤 孝∥著 学研プラス

・あなたのなつかしい一冊 池澤 夏樹∥編 毎日新聞出版

・しつこい不安が消えてなくなる本 上野 清香∥著 Clover出版

・地政学×歴史で理由がわかるロシア史

祝田 秀全∥監修 朝日新聞出版

・世界サブカルチャー史 欲望の系譜 丸山 俊一∥著 祥伝社

・タイムトラベル世界あちこち旅日記

益田 ミリ∥著 毎日新聞出版

・共働きのすごい対話術

あつた ゆか∥著 クロスメディア・パブリッシング

・ニッポン秘境路線バスの旅 風来堂∥著 交通新聞社

・素敵な空が見えるよ、明日もきっと

リト@葉っぱ切り絵∥著 講談社

・阿川佐和子のこの噺家に会いたい

阿川 佐和子∥著 文藝春秋

・エモい古語辞典 堀越 英美∥著 朝日出版社

＜暮らしのほん＞

・エコな毎日 中嶋 亮太∥著 翔泳社

・「酢」のレシピ 有元 葉子∥著 東京書籍

・カレー、スープ、煮込み。うまさ格上げおうちごはん革命

稲田 俊輔∥著 アスコム

・サステナブルな自炊生活 しらいし やすこ∥著 朝日新聞出版

・きれいに年を重ねるためのたんぱく質ごはん

ワタナベ マキ∥著 家の光協会

・おうちパン1年生の本 門間 みか∥著 宝島社

・ちっちゃなやさしさに、今日も救われてます

るしこ∥著 KADOKAWA

＜なんだか気になるほん forキッズ＞

・図書館たんけん1 藤田 利江∥監修 国土社

・難しい本を読むためには 山口 尚∥著 筑摩書房

・心理テスト大集合スペシャル！

キラかわ☆心理テスト研究会∥著 ナツメ社

・中村哲物語 松島 恵利子∥著 汐文社

・ふじさんにっぽんいち！ ひさかたチャイルド

・僕らが学校に行く理由 渋谷 敦志∥写真・文 ポプラ社

・なんで勉強するんだろう? 齋藤 孝∥著 幻冬舎

・いま、この惑星で起きていること 森 さやか∥著 岩波書店

・せつない!いきものの死に方図鑑 今泉 忠明∥監修 宝島社

・コンビニ好きな虫のふしぎ 盛口 満∥文・絵 少年写真新聞社

・ウンコの教室 湯澤 規子∥著 筑摩書房

・みんなはどう思う?感染症 堀川 晃菜∥著 くもん出版

・地球がもし100cmの球だったら

永井 智哉∥文 世界文化ブックス

＜小説・エッセイ・紀行・ノンフィクション＞

・親父の納棺 柳瀬 博一∥著 幻冬舎

・彼女の思い出/逆さまの森 J.D.サリンジャー∥著 新潮社

・ウクライナ戦争日記 Stand With Ukraine Japan∥編 左右社

・終活中毒 秋吉 理香子∥著 実業之日本社

・その殺人、本格ミステリに仕立てます。 片岡 翔∥著 光文社

・早番にまわしとけ キタハラ∥著 KADOKAWA

・アナベル・リイ 小池 真理子∥著 KADOKAWA

・家庭用安心坑夫 小砂川 チト∥著 講談社

・紅だ！ 桜庭 一樹∥著 文藝春秋

・武漢コンフィデンシャル 手嶋 龍一∥著 小学館

・弊社は買収されました！ 額賀 澪∥著 実業之日本社

・ウクライナにいたら戦争が始まった 松岡 圭祐∥著 KADOKAWA

・そして誰もゆとらなくなった 朝井 リョウ∥著 文藝春秋

・まるまる徹夜で読み通す 井上 ひさし∥著 岩波書店

・気づきの先へ 吉本 ばなな∥著 幻冬舎



10/22⇒10/30
「本の紹介カード」

苅田中学校・新津中学校
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休館日 休館日休館日
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おはなしハンプティの
むかしばなし

15夜間開館19：00まで

（本館のみ）

図書館員による
おはなしタイム

222120 【展示】⇒

29
Ｊａｓｏｎ’ｓ

ハロウィンタイムスペシャル

休館日

31

図書館シネマ

（14：00～）

11 129

23

次の方々より図書の寄贈がありました。

匿名希望2名

ご寄贈ありがとうございました。

図書の寄贈（8月21日～9月20日受付分）

【開館時間】

苅田町立図書館本館 9：30～17：30 木・金曜日は9：30～19：00（本館のみ・祝日除く）

西部公民館図書室 9：30～13：00 14：00～17：30

★10/1（土）～10/10（月祝） 特別整理期間

1冊ずつバーコードを読み取っていきます。

高いところは埃を取りながらやっています。

年に一度の蔵書点検が終わりました。リフレッシュした図書館にまたおこしください。

図書館要覧ができました。図書館に置いてありますので、ご自由にお持ち帰りください。

10月16日（日） 14：00～ 「ボクたちの交換日記」 （115分）

内村 光良／監督 伊藤 淳史/主演 小出 恵介/主演

こんなことがありました。

図書館★ダイジェスト
第26回 秋の読書週間まつり

11/3（木祝）～11/6（日）

Jason’s ハロウィンタイムスペシャル

日時：10月29日（土）14：00～

場所：苅田町立図書館AVホール

対象：幼児から

内容： おはなし、うた、てあそび、 トリックオアトリートなど

仮装しての参加、大歓迎！ おみやげもあるよ♪

11/3（木祝）ブックリサイクル
時間：10：00～15：00 ※10：00～11：55まで入場入替制

場所：としょかんＡＶホール ※入場の際には「としょかん利用券」持参

内容：ひとり10冊まで。15分入替制（～11：55まで）なくなり次第終了

11/4（金）図書館シネマ

「犬飼さんちの犬」 映画版
時間：14：00～ （92分） 監督/亀井亨

場所：としょかんＡＶホール 出演/小日向文世、木南晴夏、佐藤二朗 ほか

11/5（土）おはなしハンプティ

秋のおはなし会スペシャル
時間：14：00～ 場所：としょかんＡＶホール

内容：てあそび、うた、えほん、かたり など おみやげもあるよ♪

11/6（日）風の旅人～フォルクローレと～
時間：14：00～ ※13：00～ウェルカムミュージック演奏開始

場所：としょかんＡＶホール

演目：コンドルは飛んで行く、花祭り など

11/2（水）～11/13（日）SDGs展示

「未来のためにやってます！～わたしのゼロカーボンアクション～」

あなたが日頃心がけているSDGsに関する取り組みを教えてください！

書いて貼ると… おたのしみに♪


