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2022年8月1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

子どもたちは夏休み！宿題の課題図書は苦手だけど、感想

を書かなくていいなら読み応えのある一冊をじっくり読んでみ

ようかしら…。

題名は知っているけれど読んだことはない本や、ふだん手に

取ることのない世界の名作小説やノンフィクション、分類など、

この機会にチャレンジしてみませんか？

「出会いは一期一会

～あの頃の夏休み～」

「2022夏・おすすめの本」

貸出中の本は、

ネットからも予約できます。

今年も、子どもたちへ、この夏に読んでみたくなる本を紹介

します。

＜小説・エッセイ・紀行・ノンフィクション＞

・サラリーマン川柳にんじょう傑作選

やく みつる∥選 NHK出版

・デイヴィッドスン事件 ジョン・ロード∥著 論創社

・閉店時間 有吉 佐和子∥著 河出書房新社

・54字の物語 1 氏田 雄介∥作 PHP研究所

・広重ぶるう 梶 よう子∥著 新潮社

・遅番にやらせとけ キタハラ∥著 KADOKAWA

・夜に星を放つ 窪 美澄∥著 文藝春秋

・うまたん 東川 篤哉∥著 PHP研究所

・天国からの宅配便 柊 サナカ∥著 双葉社

・両手にトカレフ ブレイディみかこ∥著 ポプラ社

・風琴密室 村崎 友∥著 KADOKAWA

・捨てることから始まる 瀬戸内 寂聴∥著 祥伝社

・読書の森で寝転んで 葉室 麟∥著 文藝春秋

・小さいわたし 益田 ミリ∥著 ポプラ社

・地球、この複雑なる惑星に暮らすこと

ヤマザキ マリ∥著 文藝春秋

＜暮らしのほん＞

・アトピーっ子の安心ごはん 渡辺 雅美∥著 家の光協会

・中年女子のゆる薬膳。 池田 陽子∥著 文化学園文化出版局

・今編みたい旬のつけ衿 ブティック社

・かぎ針編み刺しゅう糸で編む昆虫図鑑 アップルミンツ

・1DAYマクラメ 主婦の友社∥編 主婦の友社

・くり返し作りたい一生ものレシピ 石原 洋子∥著 学研プラス

・「また作って!」と言われるおかわりおかず 上島 亜紀∥著 池田書店

・JA全農広報部さんにきいた世界一おいしい野菜の食べ方

JA全農広報部∥監修 KADOKAWA

＜SDGsに関する本 forキッズ＞

・わたしは大統領の奴隷だった

エリカ・アームストロング・ダンバー∥著 汐文社

・みんなで調べよう・考えよう!小学生からのSDGs丸わかりBOOK

上田 隼也∥監修 主婦と生活社

・ブラックホールってなんだろう? 嶺重 慎∥文 福音館書店

・ホッキョクグマ、大ピンチ! ケイティ・デインズ∥文 学研プラス

・みんなが知りたい!地球の資源とエネルギーのしくみ

「子どもと地球資源」研究会∥著 メイツユニバーサルコンテンツ

・みんなが知りたい!プラスチックとごみ問題

「子どもと環境問題」研究会∥著 メイツユニバーサルコンテンツ

＜なんだか気になるほん＞

・最強のパソコン仕事時短術 インプレス

・本屋図鑑 いまがわ ゆい∥著 廣済堂出版

・認知バイアス大全 川合 伸幸∥監修 ナツメ社

・恋のトリセツ 黒川 伊保子∥著 河出書房新社

・老いが怖くなくなる本 和田 秀樹∥著 小学館

・父から子に伝えたい戦争の歴史 半藤 一利∥著 SBクリエイティブ

・中学生から知りたいウクライナのこと 小山 哲∥著 ミシマ社

・いつか死ぬから旅に出た 周藤 卓也∥著 海鳥社

・Z世代・さとり世代の上司になったら読む本 竹内 義晴∥著 翔泳社

・桝太一が聞く科学の伝え方 桝 太一∥著 東京化学同人

・沖縄美ら海水族館はなぜ役に立たない研究をするのか?

佐藤 圭一∥著 産業編集センター

・新・恐竜骨格図集 G.Masukawa∥著 イースト・プレス

・マスクを外す日のために 和田 秀樹∥著 幻冬舎

・パパッとデザインレシピ Power Design Inc.∥著 ソシム

・親子で遊べる季節のたのしいおりがみ Oriya小町∥著 高橋書店

・新しい登山の教科書 栗山 祐哉∥監修 池田書店

・漢字の使い分け図鑑 円満字 二郎∥著 講談社

・絵本のつぎに、なに読もう? 越高 綾乃∥著 かもがわ出版

・鷗外追想 宗像 和重∥編 岩波書店

ＮＥＷ

ＮＥＷ

ＮＥＷ

ＮＥＷ

ＮＥＷ

ＮＥＷ

ＮＥＷ



月曜開館

2721

31
館内整理日

8/2⇒8/15
「平和パネル展」
（生涯学習課）

24
月曜開館

25
苅田ウィンドアンサンブル

ファミリーコンサート

26

（14：00～）

夜間開館19：00まで

（本館のみ）

30

夜間開館19：00まで

（本館のみ）

夜間開館19：00まで

（本館のみ）

【展示】⇒

休館日

（14：00～）

15 18 夜間開館19：00まで

（本館のみ）

祝日開館

（11：00～）

（山の日）

29

22 23

28

土日 月 火 水 木 金

1297 8

5 64

1110

はらぺこあおむしの
おはなし会

13

2 31 夜間開館19：00まで

（本館のみ）

（14：00～）

Ｊａｓｏｎ’ｓ
ストーリータイム

図書館謎解き
～スパイミッションをクリアせよ～月曜開館

月曜開館

16 17

（9：30～　※全7回）

（14：30～）

図書館シネマ

おはなしハンプティの
むかしばなし

20

夜間開館19：00まで

（本館のみ）

夜間開館19：00まで

（本館のみ）

（14：00～）

19

（14：00～）

14
図書館シネマ 図書館シネマ

集めてる？

2022夏 おたのしみスタンプカード

スタンプ押印：8月30日（火）まで

引換期間 ：9月11日（日）まで

★ポイントの集め方★

1日1回、1枚の利用券につき図書館の資料を借りる→1ポイント

または、おはなし会や映画会などのイベントに参加する→1ポイント

10ポイント貯まったら、ステキな贈りものがあるよ♪（数量限定）

※1枚の利用券につき、スタンプカード1枚です。

次の方々より図書の寄贈がありました。（敬称は省略させていただきます）

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（6月21日～7月20日受付分）

【開館時間】 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

図書館謎解き～スパイミッションをクリアせよ～

日時：8月3日（水）9：30～ （計7回）

・新人スパイコース（やさしめ） ・中堅スパイコース（やや難しめ）

・ベテランコース（難しめ）※当日、ベテランスパイコースをクリアできた方、

高校生はシークレットコースの選択可

※おたのしみスタンプカード１ポイントもらえるよ！

8月13日（土） 14：00～ 「はだしのゲン 」 （107分）

8月14日（日） 14：00～ 「はだしのゲン 第２部」 （123分）

8月15日（月） 14：00～ 「はだしのゲン 第３部」 （128分）

苅田ウィンドアンサンブルファミリーコンサート

日時：8月27日（土）14：00～

場所：AVホールにて

演目：鎌倉殿の13人メインテーマ

ライオンキングメドレー

残響散歌 など

図書館まつりでの

演奏会も盛況でしたね♪

今回は新曲あり！聴きごたえたっぷりです。

寄贈本を紹介します♪
苅田町在住の方々より自著の寄贈をいただきました。

図書館所蔵日順にご紹介します。

『一瞬の歓喜（よろこび）』

松田 博文∥写真 末次 一夫∥編集

フォトハイク（撮影ツアー）にて日本全国の自然風景を撮影。

『負け戦でござる。 北九州豊前国敗者列伝』

小野剛史∥著 花乱社

当館には著者の本が4冊所蔵しています。その中で

『豊前国苅田歴史物語』、『小倉藩の逆襲』に続く

シリーズ3部作の完結編がこちら！

『軍隊の思い出 ー野砲兵第二六連隊ー』

木山徹雄∥著

著者の亡き父が書いていた2冊のノートを本にまとめています。

参加申込はネット予約のみ

江藤弥生 早田啓子 福田雅悟 粕屋町教育委員会 全日本海員組合 福岡・障害者と暮らしを創る会

他４名（匿名希望）


