
　　教誨

　　光のとこにいてね

汝、星のごとく 凪良 ゆう

荒ぶるや 佐伯 泰英

宙ごはん 町田 そのこ

お電話かわりました名探偵です３ 佐藤 青南

　　　　名探偵のままでいて

　　　おいしいごはんが食べられますように

千早 茜

池井戸 潤

雨穴

内館 牧子

柚月 裕子

林 真理子

一穂 ミチ

青山 美智子

小西 マサテル

小川 哲

高瀬 隼子

沢木 耕太郎
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　　　　天路の旅人
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　　　　地図と拳

　　　　しろがねの葉
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変な絵

　　月の立つ林で

ハヤブサ消防団

老害の人

　　成熟スイッチ
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〒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

2023年3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

一 般 特 集

児 童 特 集

今年度もたくさんの本が読まれました。

この一年間で図書館にあるどの本が、どんなジャンルの本が、利用

が多かったのかを図書館独自の機能でうちだしてみました。

うっかり読み逃してしまったあんな本やこんな本に出会えるチャンスで

す。

「よく読まれました 2022」

「かずにちゅうもく！」

貸出中の本は、

ネットからも予約できます。

数字をかぞえていくよ。「1，2，3…99，100！」それ以上に数はいえる

かな？タイトルに数字がある絵本を集めてみました。

＜なんだか気になるほん＞

・メタバースと経済の未来 井上 智洋∥著 文藝春秋

・図書館にまいこんだこどもの大質問

こどもの大質問編集部∥編 青春出版社

・夫婦のトリセツ 黒川 伊保子∥著 講談社

・親は選べないが人生は選べる 高橋 和巳∥著 筑摩書房

・Dr.コパの金運爆上げ！一日一風水

小林 祥晃∥著 自由国民社

・深掘り三国志 塚本 青史∥著 潮出版社

・世界一やさしい仕事術図鑑 へいうさぎ∥著 PHP研究所

・親不孝介護 山中 浩之∥著 日経BP

・人生が変わる1分姿勢教室 しょうじ∥著 幻冬舎

・猫とふたり暮らし 造事務所∥編 メディアパル

・60歳からの筋トレ入門 ソネ ジュンコ∥著 宝島社

・千賀滉大のピッチングバイブル

千賀 滉大∥著 ベースボール・マガジン社

・英語で書こう！ 朝日新聞出版∥編著 朝日新聞出版

＜暮らしのほん＞
・医師が教える新しい腸活レシピ 江田 証∥著 池田書店

・見つけて食べて愉しむ季節の薬用植物150種

森 昭彦∥著 秀和システム

・自律神経をリセットするきのこのスープ Marty∥著 アスコム

・いますぐ食べたい!冷凍食品の本 西川 剛史∥著 自由国民社

・今やるのが、いちばんハヤイ!人生が整う「小片づけ」

井田 典子∥著 主婦と生活社

・90歳、ひとり暮らしの知恵袋 大崎 博子∥著 宝島社

・ちりめん動物歳時記 馬場美智子∥著 グラフィック社

・志麻さんのベストおかず 料理のきほん編 タサン志麻∥著 扶桑社

・大好き!韓国ごはん 金 英貨∥著 ナツメ社

・新しい収納の教科書 赤工友里∥著 KADOKAWA

＜なんだか気になる本 forキッズ＞
◇えほん◇
・はやくはやく！早口小学校 間部 香代∥作 あかね書房

・きょうのコロンペク クリハラ タカシ∥著 福音館書店

・ひらがなちょうとカタカナマチ たかはし ゆい∥作 文研出版

・ぞうさんのおふろ 内田 麟太郎∥さく 童心社

◇よみもの◇
・保健室には魔女が必要 石川 宏千花∥作 偕成社

・コアラのなみだ 今西 乃子∥作 合同出版

・ふしぎな図書館とやっかいな相棒 廣嶋 玲子∥作 講談社

・宮沢賢治童話集 宮沢 賢治∥著 世界文化ブックス

◇ぶんるい◇
・小さなまちの奇跡の図書館 猪谷 千香∥著 筑摩書房

・ネズミなんびきでゾウになる? トレイシー・ターナー∥文 小学館

・ふしぎいっぱい!学校の木 高柳 芳恵∥文・写真 偕成社

・5回で折れるもっとたのしい！おりがみ1

いしかわ まりこ∥作 汐文社

＜小説・エッセイ・紀行・ノンフィクション＞

・silentシナリオブック完全版 生方 美久∥脚本 扶桑社

・ダーク・アワーズ 上下 マイクル・コナリー∥著 講談社

・名探偵の生まれる夜 青柳 碧人∥著 KADOKAWA

・ジャクソンひとり 安堂 ホセ∥著 河出書房新社

・ワンダーランド急行 荻原 浩∥著 日経BP日本経済新聞出版

・鎌倉駅徒歩8分、空室あり 越智 月子∥著 幻冬舎

・書楼弔堂 待宵 京極 夏彦∥著 集英社

・タイム・オブ・デス、デート・オブ・バース

窪 美澄∥著 筑摩書房

・明智卿死体検分 小森 収∥著 東京創元社

・樹林の罠 佐々木 譲∥著 角川春樹事務所

・グレイスレス 鈴木 涼美∥著 文藝春秋

・夏休みの空欄探し 似鳥 鶏∥著 ポプラ社

・ここが終の住処かもね 久田 恵∥著 潮出版社

・#140字小説 方丈 海∥著 ワニブックス

・父のしおり 石原 慎太郎∥著 青志社

・いつか見た青空は 中野 翠∥著 毎日新聞出版

・いらねえけどありがとう 村井 理子∥著 CCCメディアハウス

西部公民館図書室特集 「朝活」

暖かくなってきましたね。春から心機一転、朝型生活にチャレンジし

てみませんか？朝の時間を有効に活用する朝活の本や朝ごはんの

レシピなどを集めています。
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休館日 図書館シネマ

夜間開館19：00まで
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鉛筆画展
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はらぺこあおむしの
おはなし会

西部公民館図書室
臨時休館

3/1⇒3/12
苅田町の写真展及び

写真コンテスト

（苅田まちづくり観光協会）
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（14：00～）

図書館員の
おはなしタイム
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（本館のみ）

29 30 夜間開館19：00まで

（本館のみ） 31
館内整理日
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うっかり読み逃してしまったあんな本やこんな本に出会えるチャンスで

【開館時間】

苅田町立図書館本館 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

★3/19（日） 『とまと屋 おはなしと人形劇』
◆時間◆全２回公演 ①13：00～（開場12：45～）②15：00～（開場14：45～）

◆会場◆苅田町立図書館・本館 AVホール

◆内容◆人形劇、ミュージックパネル、手品など

◆定員◆各回５０名

◆申込方法◆ネット申込（先着受付）

・スマートフォン等で右の二次元コードを読み取る

または、図書館ホームページのトップ画面のチラシを

クリックし申込サイトへ移動。

必要事項を入力し、送信してください

来館申込

・苅田町立図書館・本館に直接ご来館し申込用紙にご記入ください

※定員に達しましたら申込受付は終了とさせていただきます

★3/26（日） 『苅田町立図書館 講演会

ー子どもと絵本をたのしみましょうー』

◆時間◆14：00～

◆会場◆苅田町立図書館・本館 AVホール

◆講師◆現近畿大学通信教育部非常勤講師

元福岡県立図書館副館長 河井律子先生

◆定員◆80名

◆申込方法◆ネット申込

・スマートフォン等で右の二次元コードを読み取る

または、図書館ホームページのトップ画面のチラシを

クリックし申込サイトへ移動。

必要事項を入力し、送信してください

来館申込

・苅田町立図書館・本館に直接ご来館し申込用紙にご記入ください

電話申込

・苅田町立図書館・本館（093）436-0946へお電話ください

※定員に達しましたら申込受付は終了とさせていただきます

3/21（火祝） 14：00～ AVホールにて 内容：新たな“いのち”が生まれる瞬間に立ち会える。抱きしめたくなるほど愛くるしい動物の赤ちゃんたちの魅力を凝縮。

アニマル・ベイビーズ 90分 人気のライオン、必死にお母さんに寄り添うキリンや、よちよち歩くペンギンなど、カワイイ赤ちゃんたちが登場。

図書の寄贈（1月21日～2月20日受付分）

3月も図書館はイベントもりだくさん！

★2/1（水）～2/12（日）

令和4年度

苅田町小中学生読書リーダー【活動の記録】

児童・生徒のみなさん、1年間おつかれさまでした！

★3/2（木）～3/3（金）

西部公民館図書室 ブックリサイクル
◆時間◆9：30～17：30

◆場所◆西部公民館ロビー

おひとりさま10冊までお持ち帰りいただけます。 ※なくなり次第終了

苅田小学校 馬場小学校

南原小学校 与原小学校 片島小学校

白川小学校 苅田中学校 新津中学校

次の方々より図書の寄贈がありました。

さかい歯科医院 他３名（匿名希望）

ご寄贈ありがとうございました。


