
・未だ行ならず（上・下） 佐伯 泰英

・沈黙のパレード 東野 圭吾

・昨日がなければ明日もない 宮部 みゆき

・すぐ死ぬんだから 内館 牧子

・日本国紀 百田 尚樹

・神のダイスを見上げて 知念 実希人

・冥界からの電話 佐藤 愛子

・破天荒フェニックス 田中 修治

・アトラス 神永 学

・ある男 平野 啓一郎

・才能の正体 坪田 信貴

・フーガはユーガ 伊坂 幸太郎

・沢村さん家(ち)のそろそろごはんですヨ 益田 ミリ

・一切なりゆき 樹木 希林

・いとおしむ暮らし 内田 彩仍

・キミのお金はどこに消えるのか 井上 純一
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苅田町立図書館
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2019年1月1日

くらしの中に図書館を！

＜小説・エッセイ・紀行・ノンフィクション＞

・曙光を旅する 葉室 麟∥著 朝日新聞出版

・108 松尾 スズキ∥著 講談社

・雨上がり月霞む夜 西條 奈加∥著 中央公論新社

・常設展示室 原田 マハ∥著 新潮社

・さよならの夜食カフェ 古内 一絵∥著 中央公論新社

・会社を綴る人 朱野 帰子∥著 双葉社

・書店猫ハムレットの挨拶 アリ ブランドン∥著 東京創元社

・介護士K 久坂部 羊∥著 KADOKAWA

・救済 長岡 弘樹∥著 講談社

・草々不一 朝井 まかて∥著 講談社

・牧子、還暦過ぎてチューボーに入る

内館 牧子∥著 主婦の友社

人気のある本

ことしはいのししどし！いのししってちょっとなじみないけ

れど、しればきっと、もっと、したしみがわくはずです！

いのししや森にすむほかのどうぶつたちのえほんをあ

つめてみました。

特設コーナー

特 集

児 童 特 集

「さあ、一年の始まりです」

「いーの、いーの、いのししと

もりのなかまたち」

2019年、始まりました。今年はどんな心持でのぞみましょ

う。一年の計は元旦にあり！一年の始まりの一月にあり！

さあ、新しい気持ちで何かに取り組んでみたり、開運やツキ

を呼び込む何かをしてみませんか？亥歳らしく、猪突猛進、

はじめましょう！

＜なんだか気になるほん＞

・蒼い空へ 夫・西城秀樹との18年 木本 美紀∥著 小学館

・統計でふりかえる平成日本の30年 双葉社

・会食恐怖症を卒業するために私たちがやってきたこと

山口 健太∥著 内外出版社

・かわいい市場 リイド社

・インフルエンザなぜ毎年流行するのか

岩田 健太郎∥著 ベストセラーズ

・ルポ西成 國友 公司∥著 彩図社

・大戦略論 ジョン ルイス ギャディス∥著 早川書房

・妻と正しくケンカする方法 小林 美智子∥著 大和書房

・がん、脳卒中、心臓病三大病死亡衝撃の地域格差

埴岡 健一∥著 中央公論新社

・寝たきり老後がイヤなら毎日とにかく歩きなさい! 

安保 雅博∥著 すばる舎

・僕が骨髄提供をした理由(わけ)。 木下 ほうか∥著 辰巳出版

・頂へ 藤井聡太を生んだもの 岡村 淳司∥編著 中日新聞社

＜暮らしのほん＞

・じゃがいも・ブック 坂田 阿希子∥著 東京書籍

・休日が楽しみになる昼ごはん 小田 真規子∥料理 文響社

・りんご、レモン、いちご、栗のお菓子と料理

有元 葉子∥著 文化学園文化出版局

・こっくり甘い濃厚プリン、まろやかな食感の伝統菓子フラン

高石 紀子∥著 主婦と生活社

・ママがせんせい 食べてほしいもの・守ってほしいこと

小林 カツ代∥著 東京 女子栄養大学出版部

・夜9時からの、のっけ飯 井澤 由美子∥料理 成美堂出版

and more...

貸出中のものは

予約もできます。

西部公民館図書室限定！ポイントカード！！

2月2日（土）、3日（日）西部公民館まつりです。

西部公民館図書室では、貸出の時にポイントがたまる

西部限定カードを用意しました。ポイント3コ集める

と1回くじがひけます！ハズレなし！みんなきてね！

期間：1月6日（日）～2月3日（日）

※くわしくは西部公民館図書室まで



 

土

館内整理日

休館日

日 月 火 水 木 金

1/9⇒1/16
「世界絶景巡り」

写真展

1186 7

1/18⇒1/20
「生け花展」

4 5

9 【展示】⇒ 10

館内整理日

12

1 2 3

24

18 19【展示】⇒

25 26

17

Ｊａｓｏｎ’ｓ
ストーリータイム

図書館シネマ

はらぺこあおむしの
おはなし会

27 28 29

祝日開館

20
休館日

図書館にぎやか
フェスタ

13 14 15

21 22

16

休館日

休館日

年末年始の休館 年末年始の休館 年末年始の休館 年末年始の休館

元旦

おはなしハンプティの
むかしばなし

図書館する？！
ミーティング

19：00～20：30

1/22⇒1/27
水彩画展示会
（苅田水彩）

図書館員の
おはなしタイム

3130

にじいろスマイル

【展示】⇒ 23

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（11月21日～12月20日受付分）

小学館

ベストセラーズ

辰巳出版

安部 郁彦 伊妻 辰彦 上田 俊公 犀川 愛子 髙嶌 ミヤ子

羽広 ます子 西日本シティ銀行 菊池市立図書館 コミティア実行委員会

他６名（匿名希望）

予約もできます。

「風光る剣 －八嶽党秘聞ー」
（134分）

出演：中井 貴一 鶴田 真由

日時：18日（金）

19：00～

場所：図書館ＡＶホール

「新春苅田町立図書館にぎやかフェスタ」を開催します。

苅田ラーメンフェスティバルや図書館マルシェ、一箱古本市など、みなさんでにぎやか

にする図書館イベントです。

詳細は、図書館ホームページなどで紹介します。

寒い冬、にぎやかフェスタであたたまろう！みなさま、ぜひ、お越しください。

★日にち：1月20日（日）

★場所：富久公園～図書館（ＡＶホール、展示コーナー）

12/15～26 苅田小

学校の一年生が学習

発表として「ゆめの

じどう車ずかん」の

展示をしました。関

連の本も手に取って

読まれ、車に興味を

持ってもらえるよう

な展示でした。

Ｊａｓｏｎ’ｓストーリータイム １１：００から

はらぺこあおむしのおはなし会 １４：００から
おはなしハンプティのむかしばなし １４：３０から

にじいろスマイル １１：００から

図書館員のおはなしタイム １４：３０から

12/22（土） にじいろスマイルの

クリスマスおはなし会がありました。

クリスマスにははずせない絵本や指

遊び、パネルシアターなど、たくさ

んのおともだちと楽しいひとときを

すごしました。


