
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

・

流浪の月

・

カケラ 湊 かなえ

クスノキの番人

・

・

さらに、やめてみた。 わたなべ ぽん

・　　　　　　　オフマイク 今野 敏

・　　　少年と犬 馳 星周

・　　　　　　　満月珈琲店の星詠み 望月 麻衣

・美女ステイホーム 林 真理子

・ 凪良 ゆう

・

　　　　　　　鼠異聞 （上・下） 佐伯 泰英

・

・ツナグ 　想い人の心得

小川 糸

・ 東野 圭吾

ライオンのおやつ

　　　　　　　心霊探偵八雲 12 神永 学

きたきた捕物帖 宮部 みゆき

辻村 深月

・女帝小池百合子 石井 妙子

      気がつけば、終着駅 佐藤 愛子

・

・
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〒800-0352
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苅田町立図書館
オークヨム

ＴＥＬ 436-0946

ＦＡＸ 434-9314

2020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

今年の夏は、あつくなりそうですね！本えらびにまよった

ら、「2020 夏・おすすめの本」をさんこうに、暑い夏をさらに

熱い夏にしてみませんか！！よみたくなる本がめじろおし

です！

＜小説・エッセイ・紀行・ノンフィクション＞

・紅蓮浄土 石山合戦記 天野 純希∥著 KADOKAWA

・代表取締役アイドル 小林 泰三∥著 文藝春秋

・村上T 村上 春樹∥著 マガジンハウス

・警視の謀略 デボラ クロンビー∥著 講談社

・あしたの華姫 畠中 恵∥著 KADOKAWA

・漣のゆくえ 梶 よう子∥著 徳間書店

・遺品博物館 太田 忠司∥著 東京創元社

・会いに行って 静流藤娘紀行 笙野 頼子∥著 講談社

・わたしのベスト3         毎日新聞出版∥編 毎日新聞出版

・日本蒙昧前史 磯崎 憲一郎∥著 文藝春秋

・稚児桜 能楽ものがたり 澤田 瞳子∥著 淡交社

・田辺聖子の万葉散歩 田辺 聖子∥著 中央公論新社

・ぜんぶ本の話 池澤 夏樹∥著 池澤 春菜∥著 毎日新聞出版

＜暮らしのほん＞

・冷たい麵の本 みない きぬこ∥著 枻出版社

・桃のお菓子づくり 今井 ようこ∥他著 誠文堂新光社

・おいしいサブレの秘密 下園 昌江∥著 文化学園文化出版局

・鉢で育てるブルーベリー 玉田 孝人∥著 創森社

・きょうのおやつ 井上 真里恵∥著 成美堂出版

・食べて飲んで身を守る!熱中症撃退レシピ マキノ出版

・大好評の居酒屋つまみレシピベストセレクション 宝島社

＜なんだか気になるほん＞

・使ってはいけない言葉 忌野 清志郎∥著 百万年書房

・日本の365日に会いに行く 永岡書店編集部∥編著 永岡書店

・街場の親子論 内田 樹∥著 内田 るん∥著 中央公論新社

・ヤバい選挙 宮澤 暁∥著 新潮社

・しきたりに込められた日本人の呪力

秋山 眞人∥著 河出書房新社

・文豪聖地巡礼 朝霧 カフカ∥監修 立東舎

・黄金の60代 郷 ひろみ∥著 幻冬舎

・ホハレ峠 大西 暢夫∥写真 文 彩流社

・声に出して読みたい理系用語 信定 邦洋∥著 KADOKAWA

・仕事本 わたしたちの緊急事態日記 左右社編集部∥編 左右社

・現代語訳怪談「諸国百物語」 志村 有弘∥訳 河出書房新社

・メンヘラの精神構造 加藤 諦三∥著 PHP研究所

・夢の正体 夜の旅を科学する アリス ロブ∥著 早川書房

・腸内フローラの科学 野本 康二∥著 日刊工業新聞社

・カビの取扱説明書 浜田 信夫∥著 KADOKAWA

・地上最強の男 百田 尚樹∥著 新潮社

ＮＥＷ

ＮＥＷ

1945年8月15日第二次世界大戦終戦。それからの復興、そし

て現代日本。戦後75年経った今だからこそ、思いかえしておく

必要がある戦争の記憶。平和であること、人の命の尊さ。戦争

の傷跡を読みながら、考えてみたい。戦時下にある人々の暮

らしなどを知って、新型コロナウイルスで規制中にある現在の

私たちと、比べてみるのもいいかもしれません。

「記憶～戦後75年をむかえて」

「2020 夏・おすすめの本」

＜新型コロナウイルスに関する本＞

・ポスト・コロナ 高橋 洋一∥著 渡邉 哲也∥著 徳間書店

・パンデミックを阻止せよ! 浦島 充佳∥著 化学同人

・ウイルスVS人類 瀬名 秀明∥他著 文藝春秋

・はじめてでもカンタン!手づくり布マスク

手づくり布マスク編集室∥編 理論社

・疫病2020              門田 隆将∥著 産経新聞出版

・（児童書）みんなでウイルスとたたかおう! 

エロイーズ マグレガー∥文 化学同人

ＮＥＷ

ＮＥＷ

貸出中のものは

予約もできます。
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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（6月21日～7月20日受付分）

丹生るみ エフコープ生活協同組合 霧島酒造株式会社 さかい歯科医院 環境省大臣

官房環境計画課企画調査室 福岡県総務部県民情報広報課

他6名（匿名希望）

こんな夏になるとは思ってもみなかった。新型コロナウイルスが

蔓延してから、普通にできたことができなくなっている。そして、

この先どうなるのかも見えない…。

いつもと違う夏を新型コロナのせいだ～（泣）と嘆くのは簡単だ

けれど、新しい楽しみを見つけて笑って過ごしたいなぁ。（みま）

苅田町立図書館本館及び西部分館は、令和２年

８月１日（土）より、『新しい生活様式』に対応

できるように施設内を整えて、通常開館します。

図書館に来られる皆様の命と健康を守るために、引き続き

以下のことをご留意ください。

①入館時にはマスク着用をお願いします。

②発熱や咳など体調不良の方は来館をご遠慮ください。

③館内ではできるだけ会話を控え、人との間隔を空けるよう、

お互いにご協力ください。

④各種手続き・予約・リクエスト等は、所定の用紙に記入を

お願いします。

⑤AVホール・会議室などの利用は、人数制限等条件がありま

す。

⑥密を避けるため、半分の席数で対応します。地域研究席は

受付方式で利用を行います。

⑦資料・本の消毒には、セルフ資料消毒機をご利用ください

（本館のみ）。

ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。

「終戦のエンペラー」 （107分）

監督：ピーター・ウェーバー

出演：マシュー・フォックス

トミー・リー・ジョーンズ

日時：8月19日（水） 14：00/19：00

場所：図書館ＡＶホール

日立金属株式会社からの寄付の一

部を図書館資料費に頂きました。

購入させていただいた資料は、

貸出できますので、どうぞご利用

ください。

資料消毒機を２台設置しました。

図書館で借りた資料をこのＢＯ

Ｘに入れて60秒。一度に入る冊

数はおおよそ文庫で6冊程度。

ご自由にお使いください。


