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くらしの中に図書館を！

人気のある本 特設コーナー

一 般 特 集

児 童 特 集

勤労感謝の日は「勤労を尊び、生産を祝い、国民が互いに感謝しあ

う日」です。私たちの健康のために働いてくれている医師や看護師に

スポットをあてた小説を集めてみました。

「医療小説」

「パーティ タイム！」

貸出中の本は、

ネットからも予約できます。

さあ、たのしいパーティのはじまり！みんなでわいわい楽しいな♪

おいしい料理に大きなケーキ。今日は何のパーティかな？

＜なんだか気になるほん＞

・AI翻訳革命 隅田 英一郎∥著 朝日新聞出版

・週刊誌がなくなる日 小倉 健一∥著 ワニ・プラス

・女女問題のトリセツ 黒川 伊保子∥編著 SBクリエイティブ

・辛酸なめ子、スピ旅に出る 辛酸 なめ子∥著 産業編集センター

・60歳からはやりたい放題 和田 秀樹∥著 扶桑社

・戦国武将を癒やした温泉 上永 哲矢∥著 天夢人

・最強の思考法 橋下 徹∥著 朝日新聞出版

・会社のことよくわからないまま社会人になった人へ

池上 彰∥著 ダイヤモンド社

・老いの玉手箱 樋口 恵子∥著 中央公論新社

・我が息子、慎太郎と裕次郎 石原 光子∥著 青志社

・医者がすすめる体にいい水の飲み方

藤田 紘一郎∥監修 宝島社

・楽しかったね、ありがとう 石黒 由紀子∥著 幻冬舎

・離れていても伝えたい リト@葉っぱ切り絵∥著 講談社

・純度100%!有田哲平のプロレス哲学

有田 哲平∥著 ベースボール・マガジン社

・にゃんこ四字熟語辞典 西川 清史∥著 飛鳥新社

＜暮らしのほん＞
・いちばんよくわかるはじめてのマクラメ 日本ヴォーグ社

・一緒におでかけしたいワンコのあみぐるみブローチ

眞道 美恵子∥著 日本文芸社

・メルちゃんの着せ替えソーイング Jasmin*∥著 アップルミンツ

・脱白髪染めのはじめかた 伊熊 奈美∥著 グラフィック社

・平野レミのオールスターレシピ 平野 レミ∥著 主婦の友社

・藤井恵のちょっと具合のわるいときの食事 藤井 恵∥著 婦人之友社

・はじめてキムチの本 本田 朋美∥著 イースト・プレス

・台所道具 日本の手仕事暮らしの道具店cotogoto∥著 翔泳社

・DIYの庭づくり ブティック社

＜なんだか気になる本 forキッズ＞
◇えほん◇
・アルメット トミー・ウンゲラー∥作 好学社

・かずもう もとした いづみ∥文 講談社

・いつまでいっしょ? クリストファー・チェン∥文 国土社

・おうかんはだれのもの ケアリー・フェイガン∥文 化学同人

・パンしろくま 柴田 ケイコ∥作・絵 PHP研究所

・ふっと… 内田 麟太郎∥文 BL出版

◇よみもの◇

・三まいのはがき おくやま ゆか∥さく 福音館書店

・ふしぎ駄菓子屋銭天堂18 廣嶋 玲子∥作 偕成社

・ラストで君は「まさか!」と言う 奇妙なプレゼント PHP研究所

◇ぶんるい◇

・ちいかわ心理テスト ナガノ∥著 講談社

・名列車透視図鑑 松島 浩一郎∥イラスト 小学館

・はじめてのハムスターそだてかたブック 三輪 恭嗣∥監修 西東社

＜小説・エッセイ・紀行・ノンフィクション＞

・親愛なる向田邦子さま 森繁 久彌∥ほか 河出書房新社

・宇宙船<ナイトホーク>の行方を追え上・下

クライブ・カッスラー∥著 扶桑社

・かんむり 彩瀬 まる∥著 幻冬舎

・録音された誘拐 阿津川 辰海∥著 光文社

・ペットショップ無惨 石田 衣良∥著 文藝春秋

・掌に眠る舞台 小川 洋子∥著 集英社

・レジデンス 小野寺 史宜∥著 KADOKAWA

・たとえば、葡萄 大島 真寿美∥著 小学館

・サバカンSABAKAN 金沢 知樹∥著 文藝春秋

・浅草ルンタッタ 劇団ひとり∥著 幻冬舎

・怪盗フラヌールの巡回 西尾 維新∥著 講談社

・事件は終わった 降田 天∥著 集英社

・あの子とQ 万城目 学∥著 新潮社

・絵本のことば詩のことば 内田 麟太郎∥著 皓星社

西部公民館図書室特集 「スマホで趣味を見つけよう」

個人におけるスマートフォン普及率が67.6％を超える今、新たな趣

味をスマホで見つけてみませんか？



にじいろスマイルの
おはなし会

（11：00～）

祝日開館
（勤労感謝の日）

（14：00～）

11/2⇒11/13
「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～」

11/15⇒11/20
「北彩会　絵画展」

30
館内整理日

（14：00～）

25

夜間開館19：00まで

（本館のみ）

（14：30～）

おはなしハンプティの
むかしばなし

19夜間開館19：00まで

（本館のみ）

（14：30～）

夜間開館19：00まで

（本館のみ）

苅田ウィンドアンサンブル
ファミリーコンサート

26

休館日

22 23
休館日

24 夜間開館19：00まで

（本館のみ）

11/22⇒11/29
「本の紹介カード」
苅田小学校・馬場小学校

（10：30～）

夜間開館19：00まで

（本館のみ）

17
（14：00～）

休館日

14

三つのりんご
をとなのおはなし会

20 21

土日 月 火 水 木 金

1186 7

4 53

109

図書館シネマ

祝日開館
（文化の日）

おはなしハンプティ
秋のおはなし会スペシャル

12

1 2

風の旅人
～フォルクローレと～

（14：00～）

ブックリサイクル

夜間開館19：00まで

（本館のみ）

（10：00～15：00）

休館日
図書館員の

おはなしタイム

夜間開館19：00まで

（本館のみ）
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27 28 29

勤労感謝の日は「勤労を尊び、生産を祝い、国民が互いに感謝しあ

【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

★10/29（土） Jason’s ハロウィンタイムスペシャル

ジェイソンさんと一緒に英語でおはなし会♪

英語の絵本の読み聞かせの他に、参加型のゲームや

「トリックオアトリート」と言うとお菓子がもらえたり…。たのしいひとときでしたね★

仮装をして参加してくれたお友だちが多く、ハロウィンが根づいてきてるなぁと感じました。

★10/22（土）～10/30（日） 本の紹介カード展示

苅田中学校、新津中学校の生徒の皆さんが書いてくれました。ご協力ありがとうございました。

次回は11/22（火）～11/29（火）まで。苅田小学校、馬場小学校です。おたのしみに♪

研究所

11月4日（金） 14：00～ 「犬飼さんちの犬 映画版」 （92分）

監督: 亀井亨 出演：小日向文世 、木南晴夏 、 佐藤二朗 ほか

10月の図書館★ダイジェスト

苅田ウィンドアンサンブルファミリーコンサート

日時：11月26日（土）14：00～

場所：苅田町立図書館AVホール

演目：スタジオジブリ名曲集、アラジンメドレー

クリスマスディスコキャロル ほか

おはなしの会 三つのりんご をとなのおはなし会

日時：11月23日（水祝）10：30～

場所：苅田町立図書館AVホール

対象：大人（中学生以上）

内容：語り、絵本の読み聞かせ、わらべうた など

次の方々より図書の寄贈がありました。

匿名希望５名

ご寄贈ありがとうございました。

図書の寄贈（9月21日～10月20日受付分）


