
李王家の縁談

・
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・ 林 真理子

・ 東野 圭吾透明な螺旋

      黒牢城

星を掬う 町田 そのこ

米澤 穂信

新川 帆立

今村 翔吾

・

塞王の楯

　　　元彼の遺言状

辻村 深月

福井県立図書館/編著

赤と青とエスキース

佐伯 泰英　　　　　　　独り立ち

琥珀の夏

・

　　　ジェイソン流お金の増やし方 厚切りジェイソン

コンビニ兄弟

・

・

青山 美智子・

・

100万回死んだねこ

町田 そのこ

・1%の努力 ひろゆき

・三千円の使いかた 原田 ひ香

・鑑定人 氏家京太郎 中山 七里

・　　　　　　　奇跡 林 真理子

第 379 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

2022年4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

＜小説・エッセイ・紀行・ノンフィクション＞

・#寂聴さん 瀬尾 まなほ∥著 東京新聞

・朱より赤く 窪 美澄∥著 小学館

・臆病な都市 砂川 文次∥著 講談社

・五つの季節に探偵は 逸木 裕∥著 KADOKAWA

・サンセット・サンライズ 楡 周平∥著 講談社

・まだまだという言葉 クォン ヨソン∥著 河出書房新社

・怪物 東山 彰良∥著 新潮社

・完璧な家族 リサ ガードナー∥著 小学館

・ミッドナイト・ライブラリー

マット ヘイグ∥著 ハーパーコリンズ・ジャパン

・残月記 小田 雅久仁∥著 双葉社

・奏鳴曲 海堂 尊∥著 文藝春秋

・きれいになりたい気がしてきた ジェーン スー∥著 光文社

・レジェンドアニメ! 辻村 深月∥著 マガジンハウス

・タラント 角田 光代∥著 中央公論新社

・6Bの鉛筆で書く 五味 太郎∥著 ブロンズ新社

＜暮らしのほん＞

・オートミールでスープジャー弁当

牛尾 理恵∥著 ワン・パブリッシング

・もっと!魔法のてぬきごはん てぬキッチン∥著 ワニブックス

・肌トラブル大全 小林 智子∥著 WAVE出版

・オートミールのパン&スイーツ

幸の食べ瘦せ食堂∥著 KADOKAWA

・おいしい子育て 平野 レミ∥著 ポプラ社

・つぶつぶ雑穀パンレッスン 宮川 昌代∥ほか著 ビオ・マガジン

＜なんだか気になるほん＞

・自分の頭で考える読書 荒木 博行∥著 日本実業出版社

・氏名の誕生 尾脇 秀和∥著 筑摩書房

・図説日本妖怪史 香川 雅信∥著 河出書房新社

・地図から消える土地

クリスティーナ コンクリン∥ほか著 扶桑社

・それでも生きていく 姜 尚中∥著 集英社

・気のはなし 若林 理砂∥著 ミシマ社

・東シナ海 佐々木 貴文∥著 KADOKAWA

・半径3メートルの倫理 オギリマ サホ∥著 産業編集センター

・中国共産党、その百年 石川 禎浩∥著 筑摩書房

・車中泊研究家が教える車中泊で巡るオススメ道の駅ガイド

八重洲出版

・もじモジ探偵団 雪 朱里∥著 グラフィック社

・ビーバー ベン ゴールドファーブ∥著 草思社

・迷宮と迷路の文化史 W.H.マシューズ∥著 東京堂出版

・ターシャ・テューダーのイラスト図鑑

ターシャ テューダー∥著 KADOKAWA

・自分を信じる力 福岡 堅樹∥著 講談社

・消えた球団 塩田 芳久∥著 ビジネス社

・思考実験 榛葉 豊∥著 講談社

ＮＥＷ

4月29日は「昭和の日」。昭和天皇の誕生日が平成になり

「国民の祝日」として残りました。令和時代を生きる私たち

が、昭和に思いを馳せることもたまにはいいかもしれませ

ん。戦争や学生運動、万博や高度成長期などを経て、今に

至る日本。出来事や人物からひも解いてみませんか？

「昭和時代へタイムスリップ」

「のって、おでかけ♪」

＜新型コロナウイルスに関する本＞

・コロナ禍のアメリカを行く

デール マハリッジ∥著 原書房

・ルポ自助2020- 石井 光太∥著 筑摩書房

・この国の危機管理失敗の本質

柳田 邦男∥著 毎日新聞出版

貸出中の本は、

ネットからも予約

できます。

ＮＥＷ

とおくに、おでかけ、できないね。でも、えほんのなかなら、

のりものにのって、おでかけできるよ！バスやでんしゃ、じ

てんしゃやふね、ひこうきやききゅうにのって、とおくへおで

かけするえほんをあつめたよ！
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図書館deシネマ
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本館は19：00まで
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4/2⇒10
「苅田町の写真展及
び写真コンテスト」
（苅田町観光協会）

11

子ども読書の日

はらぺこあおむしによるおはなし会スペシャル！！

日時◆4/24（日）11：00～

場所◆ＡＶホール

パネルシアターや手遊び、絵本のよみきかせなどなど！

一緒にたのしいひとときをすごしませんか？

どなたでも参加できます。

※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。

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）

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（2月21日～3月20日受付分）

神宮寺清信 増田欣也 三浦さやか さかい歯科医院 警察協会

他1名（匿名希望）

年度も変わり、新たな気持ちでまた、一年が始まります。私たちの

働いているスペースは図書館という場所だけれど、本の向こうにたく

さんの顔が見えるのは、なんてステキな空間なのだろうとふと気づ

かされます。いつもある風景が明日も見られるとは限らないのだなあ

と思った３月でした。（F。M）

【開館時間】 9：30～17：30

木・金曜日は9：30～19：00（本館のみ）

西部公民館図書室

9：30～13：00 14：00～17：30

開館の際は、館内ではマスク着用、手指の消毒、

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。

◆4月10日（日） 14：00～

「ブタがいた教室」 （160分）

監督：前田 哲 出演：妻夫木 聡／大杉 漣

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。

サイトへアクセス！
こちらのQRコードを読み取るか、

https://kanda-library.overdrive.com

を直接入力して、サイトへ。

IDはとしょかん利用券の番号

パスワードは初めての場合、

西暦の生年月日でサインインしてください。

【ご利用ください！電子図書サービス】

【地元の祭りにふれてみよう！】

苅田町の国指定重要無形民俗文化財「等覚寺の

松会」ですが、今年も中止となりました。図書館では、松

会に関する資料や映像を所蔵しています。どうぞご利用

ください。

・『等覚寺の松会』

・『等覚寺修験道遺跡群』

・『等覚寺の山岳信仰と松会』

・DVD『等覚寺の松会』 など （苅田町ホームページより）

1500万冊貸出間近ですっ！！

達成時には記念イベントもあります！おたのしみに！！


