
神永 学

宮部 みゆき

元彼の遺言状

町田 そのこ

心淋し川

　　　その扉をたたく音

　　　52ヘルツのクジラたち

・　　　　　　　　沢村さん家(ち)のたのしいおしゃべり 益田 ミリ

・　　　　　　　これでおしまい 篠田 桃紅

・半沢直樹　アルルカンと道化師 池井戸 潤

・お探し物は図書室まで 青山 美智子

・

白鳥とコウモリ

・

・

・

・

・

・

コンビニ兄弟

　　　　　　　火車の残花

魂手形

・ 東野 圭吾

　　　　　　　小説8050 林 真理子

・

ドキュメント 湊 かなえ

宇佐見 りん・推し、燃ゆ

・ 町田 そのこ

・

ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人 東野 圭吾

西條 奈加

瀬尾 まいこ

新川 帆立

第 369 号

〒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

2021年6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

つゆのじき、あめばっかりでつまらない？

いえいえ、あめも たのしいよ。

ぽつぽつきこえる雨音や げこげこなくかえるの大合唱。

わくわくあめのひ たのしもう！

＜小説・エッセイ・紀行・ノンフィクション＞

・おじさんはどう生きるか 松任谷 正隆∥著 中央公論新社

・三人三昧 清水 ミチコ∥著 中央公論新社

・曲亭の家 西條 奈加∥著 角川春樹事務所

・きみは知らない チョン イヒョン∥著 新泉社

・悪魔には悪魔を 大沢 在昌∥著 毎日新聞出版

・コロナ時代のパンセ 辺見 庸∥著 毎日新聞出版

・六人の噓つきな大学生 浅倉 秋成∥著 KADOKAWA

・沈黙の終わり （上・下） 堂場 瞬一∥著 角川春樹事務所

・田舎のポルシェ 篠田 節子∥著 文藝春秋

・ポストコロナのSF 日本SF作家クラブ∥編 早川書房

・鎌倉うずまき案内所 青山 美智子∥著 宝島社

・甘美なる誘拐 平居 紀一∥著 宝島社

・MR 久坂部 羊∥著 幻冬舎

・いたずらにモテる刑事の捜査報告書 石川 智健∥著 講談社

＜暮らしのほん＞

・bonponさんの何歳でもおしゃれを楽しめる手作り服

bonpon∥著 ブティック社

・帰るのが楽しみになるひとり暮らしBOOK

Hanamori∥著 大和書房

・うちで作るからあげがウマい! 池田書店

・無職、ときどきハイボール

酒村 ゆっけ、∥著 ダイヤモンド社

・こねないおうちパン 浜内 千波∥著 辰巳出版

・すみっコぐらしのかんたん魔法のタワシ

齊藤 郁子∥著 ブティック社

＜なんだか気になるほん＞

・時代を撃つノンフィクション100 佐高 信∥著 岩波書店

・警視庁科学捜査官 服藤 恵三∥著 文藝春秋

・縁食論 藤原 辰史∥著 ミシマ社

・養老先生、病院へ行く 養老 孟司∥他著 エクスナレッジ

・うんちの行方 神舘 和典∥著 西川 清史∥著 新潮社

・情報を正しく選択するための認知バイアス事典

情報文化研究所∥著 フォレスト出版

・阿川佐和子のこの棋士に会いたい 阿川 佐和子∥著 文藝春秋

・流れゆくままに 渡 哲也∥著 青志社

・児童文学の中の家 深井 せつ子∥著 エクスナレッジ

・実力も運のうち マイケル サンデル∥著 早川書房

・わいわい毎日やらかしてます。 沖田 ×華∥著 ぶんか社

・「これからの世界」を生きる君に伝えたいこと

ウスビ サコ∥著 大和書房

・老いの福袋 樋口 恵子∥著 中央公論新社

・公式より大切な「数学」の話をしよう

ステファン ボイスマン∥著 NHK出版

・ダイオウイカvs.マッコウクジラ 北村 雄一∥著 筑摩書房

ＮＥＷ

昨年の今頃は新型コロナウイルス感染症拡大防止のた

め、臨時休館をしていました。再開した時に利用者のみな

さまが楽しんでもらえるようにと、新刊本は随時受入してい

ました。今月はそんな本たちにスポットを当てます。

是非、借りていってくださいね！

「昨年の今頃に入った本たち」

「あめ あめ ポツ ポツ」

＜新型コロナウイルスに関する本＞

・感染症とワクチンについて専門家の父に聞いてみた

さーたり∥著 中山 哲夫∥著 KADOKAWA

・スピルオーバー デビッド クアメン∥著 明石書店

・元WHO専門委員の感染症予防BOOK 左門 新∥著 三笠書房

・新型コロナウイルスに対する学校の感染対策

武藤 義和∥著 丸善出版

・コロナ禍、貧困の記録 雨宮 処凛∥著 かもがわ出版

貸出中の本は、

ネットからも予約

できます。

ＮＥＷ

ＮＥＷ

ＮＥＷ



 

緊急事態宣言
延長⇒

本館は19：00まで
開館しています
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休館日 館内整理日
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休館日
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本館は19：00まで
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本館は19：00まで
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20 【展示】⇒

休館日

14 15 16

土日 月 火 水 木 金
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本館は19：00まで
開館しています
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（14：00～）

図書館シネマ
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本館は19：00まで
開館しています

6/22⇒7/15
「人権ポスター展」

館内整理日

22 24
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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）

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（4月21日～5月20日受付分）

相川哲治 遠藤桂子 米田公子 上城井ふれあい協議会 かんだ郷土史研究会

（一社）日本建築学会 柳川市 行橋市教育委員会

他８名（匿名希望）

館内では、マスク着用、会話をなるべく控え、人との

距離を保つようお願いします。

ご理解とご協力をお願いいたします。

※新型コロナウイルス感染状況によっては、図書館の

利用を変更することがあります。おはなし会、映画会

等に参加される際には、図書館までご確認ください。

6月といえば梅雨☂。しかし、北部九州は昨年より約１か月、例年より２０日早く

梅雨入りしたため、６月初めにして既に梅雨真っただ中です。

雨の日は気分が滅入りがちですが、せっかくだから『恵みの雨』と気持ちを切り替

えて、雨の日を愉しむ余裕を持ちたいですね。窓ガラスの雨のしずくを眺める。風邪

をひかないように気をつけつつ、あえて濡れてみる。いつもより明るい色の洋服や

バッグ、雨具を身に着けてお出かけ、などなど。おうち時間のおともには、図書館の

本をぜひご利用ください。（みま）

6月27日（日） 14：00～

「白雪姫と鏡の女王」 （109分）

監督／ターセム・シン

出演／ジュリア・ロバーツ／リリー・コリンズ

場所：AVホール

定員：35名

※新型コロナウイルス感染状況によっては、変更する

ことがあります。参加される際には、図書館までご確

認ください。

岩波書店から3月26日に中学生を対象にした学習入

門シリーズが創刊されました。「ジュニアスター

トブックス」です。「自分で考える力」を養うた

めの視点を提示し、自由な発想、豊かな思考力を

磨くシリーズです。

これからそろえていきますので、よかったら手に

取って読んでみてください！

あなたの好奇心をくすぐる一冊になるかもしれま

せんね。

『未来をつくるあなたへ』 （中満 泉∥著）

『地震はなぜ起きる?』（鎌田 浩毅∥著）

「ジュニスタ」

とよんでね！

【おしらせ】

緊急事態宣言延長のため、今月のおはなし会はすべて

中止となります。


