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・妾屋の四季

護られなかった者たちへ 中山 七里
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屍人荘の殺人

雌雄の決
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上田 秀人

吉野 源三郎∥原作

秋霖やまず 佐伯 泰英
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おちゃめに100歳!寂聴さん 瀬尾 まなほ

棲月

・
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・ 門井 慶喜

げんげ

銀河鉄道の父

魔力の胎動 東野 圭吾

雲上雲下 朝井 まかて

・

今村 昌弘

闇の叫び（アナザーフェイス) (9)

・

上田 秀人

石田 ゆり子Lily 日々のカケラ

・

おらおらでひとりいぐも 若竹 千佐子・

・漫画君たちはどう生きるか
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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＞

・一〇一歳の習慣 高橋 幸枝∥著 飛鳥新社

・三国志名臣列伝 後漢篇 宮城谷 昌光∥著 文藝春秋

・埋伏 上田 秀人∥著 KADOKAWA

・刑事の怒り 薬丸 岳∥著 講談社

・文豪の朗読 朝日新聞社∥編 朝日新聞出版

・立ち直る力 辻 仁成∥著 光文社

・逃げた名馬 公家武者信平 2 佐々木 裕一∥著 講談社

・金曜日の本 吉田 篤弘∥著 中央公論新社

・警視の哀歌 デボラ クロンビー∥著 講談社

・プーさんの鼻 俵 万智∥著 河出書房新社

人気のある本

4がつ。あたらしいおともだち、できるといいな。おともだ

ちってどうやってつくるの？じぶんからこえかけるの？

いろんなおともだちのえほん、みてみない？

特設コーナー

特 集

児 童 特 集

「春のスポット巡り」

「ともだち」

風はあたたかみをまし、川の水はぬるみ、日ざしは心地

よく、草花や木々が大地に彩りをそえて、日に日に春の気

配を感じさせてくれます。

どこかへでかけるには、もってこいの季節です。そんな時

にちょっとした道案内本を集めてみました。

＜なんだか気になるほん＞

・図解「食べない」健康法 石原 結實∥著 PHP研究所

・HAPPYお誕生会シアター&マジック ポット編集部∥編

チャイルド本社

・お金が儲かる新片づけ術 宮軒 直子∥著 三笠書房

・「マス目」で気づく目の病気 平松 類∥著 翔泳社

・私はすでに死んでいる アニル・アナンサスワーミー∥著

紀伊國屋書店

・がんと向き合うあなたへ

国立病院機構九州がんセンター∥編 南々社

・今こそ「奨学金」の本当の話をしよう。

本山 勝寛∥著 ポプラ社

＜暮らしのほん＞

・3つのおかずの組合せで作る!おいしいお弁当

検見崎 聡美∥著 池田書店

・手づくり絶品レトロパン 山崎 豊∥著 世界文化社

・ウー・ウェンのごちそうおかず92 家の光協会

・ライザップ式2週間ダイエットレシピ

RIZAP株式会社∥監修 日本文芸社

・料理用あま酒、はじめました。 舘野 真知子∥著 光文社

・ときめく多肉植物図鑑 TOKIIRO∥文 山と溪谷社

＜いま、AIを読む＞

・超AI時代の生存戦略 落合 陽一∥著 大和書房

・人間の未来AIの未来

山中 伸弥∥著 羽生 善治∥著 講談社

・AI vs.教科書が読めない子どもたち

新井 紀子∥著 東洋経済新報社

・仕事消滅 鈴木 貴博∥著 講談社

・理系脳で考える 成毛 眞∥著 朝日新聞出版

・隷属なき道 ルトガー・ブレグマン∥著 文藝春秋

貸出中のものは予

約もできます。
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にじいろスマイル
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祝日開館

（昭和の日）

祝日開館

（振替休日）

4/19⇒4/22
水彩画展

（シクラメン）

4/27⇒4/29
春の盆栽と山野草
展（苅田緑草会）

29 30

休館日休館日
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交通安全パネル展
（～4/15）

日 月 火 水
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はらぺこあおむしの

おはなし会

【展示】⇒

27

休館日
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休館日
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【展示】⇒

おはなしハンプティの
むかしばなし

土木 金

13

【展示】⇒

月曜開館 Ｊａｓｏｎ’ｓ
ストーリータイム

2322 26
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子ども読書の日

（おはなしハンプティ）
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21

28

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（2月21日～3月20日受付分）

研究所

はらぺこあおむしのおはなし会 第１水曜 14：00～

Ｊａｓｏｎ’ｓストーリータイム 第１木曜 11：00～

にじいろスマイル 第３水曜 11：00～

おはなしハンプティのむかしばなし 第３土曜 14：30～

田嶋 康憲 株式会社 あさ出版 山下 春美 村上 照世 渡邉 幸一

㈱山水輝製薬 西部ガス株式会社 株式会社 現代書林 堀ノ内 綾子 さかい歯科医院

他2名（匿名希望）

子ども読書の日

おはなしハンプティのおはなし会

日時：４月２２日（日）１１時～

場所：図書館ＡＶホール

語りやわらべ歌、手遊びや絵本など

など！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。

5 1 4 30 2

新刊棚の横にあります。

ぜひご利用ください！

（※後日は大活字本コー

ナーに配置します。そち

らもご利用ください。）

『あかんべえ』（宮部みゆき）

『月下の恋人』（浅田次郎）

『第三の時効』（横山秀夫）

/ほか

「苅田・鉄の力展」

プラレール展示。福島放送の協力で『希

望のレール』の放映もありました。

図書館では、毎月さまざまな

おはなし会をやっています♪

参加してみませんか？

にじいろスマイルのおはなし会。

この日は、芝生広場でのおはなし会

でした。春の陽ざしのもと、賑わっ

ていましたね。

ジェイソンさんの英語で絵本のよ

みきかせ。身ぶり手ぶりで楽しいお

はなし会ですよ。


