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群 ようこ

　　　スマホ脳

新川 帆立

半沢直樹　アルルカンと道化師

　　　オルタネート

心淋し川

・　　　　　　　羽生結弦の言葉 羽生 結弦

・ヴィンテージガール 川瀬 七緒

・　　　　　　　傷痕のメッセージ 知念 実希人

・　　　　　　　天使と悪魔のシネマ 小野寺 史宜

・

ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人

・

・

・

・

・

・

元彼の遺言状

　　　　　　　灰の劇場

たべる生活

・ 東野 圭吾

今度生まれたら 内館 牧子

・

推し、燃ゆ 宇佐見 りん

佐伯 泰英・　　　　　　　祇園会

・ 西條 奈加

・

お探し物は図書室まで 青山 美智子

池井戸 潤

加藤 シゲアキ

アンデシュ　ハンセン
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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

なにかがはじまるよかん。はなのにおい、草木

のめぶくおと。はるは なにかがはじまる きがし

ますね。絵本のなかにも、たくさんの「はじまる」こ

とや「はじめて」やることなどありますよ～♫

＜小説・エッセイ・紀行・ノンフィクション＞

・水葬 鏑木 蓮∥著 徳間書店

・はじまりの24時間書店 ロビン・スローン∥著 東京創元社

・十年後の恋 辻 仁成∥著 集英社

・妖怪少年の日々 アラマタ自伝 荒俣 宏∥著 KADOKAWA

・さのよいよい 戌井 昭人∥著 新潮社

・紅蓮の雪 遠田 潤子∥著 集英社

・ヘルメースの審判 楡 周平∥著 KADOKAWA

・転職の魔王様 額賀 澪∥著 PHP研究所

・それでも、陽は昇る 真山 仁∥著 祥伝社

・グリーンピースの秘密 小川 糸∥著 幻冬舎

・和菓子迷宮をぐるぐると 太田 忠司∥著 ポプラ社

・赤いモレスキンの女 アントワーヌ ローラン∥著 新潮社

・日蓮 佐藤 賢一∥著 新潮社

・これで暮らす 群 ようこ∥著 KADOKAWA

・歴史探偵忘れ残りの記 半藤 一利∥著 文藝春秋

＜暮らしのほん＞

・極上のおうちラーメン 高梨 樹一∥著 ワニブックス

・斉藤謠子の手のひらのいとしいもの 日本ヴォーグ社

・すごい!家計の自衛策 清水 克彦∥著 小学館

・味わいリッチな焼き菓子レシピ

gemomoge∥著 KADOKAWA

・韓国ドラマ食堂 本田 朋美∥ほか著 イースト・プレス

・脳の毒を出す食事 白澤 卓二∥著 ダイヤモンド社

＜なんだか気になるほん＞

・今日も言い訳しながら生きてます ハ ワン∥文 ダイヤモンド社

・ウサギ ショーン タン∥絵 河出書房新社

・上杉鷹山 「富国安民」の政治 小関 悠一郎∥著 岩波書店

・災害特派員 三浦 英之∥著 朝日新聞出版

・発達障害の私の頭の中は忙しいけどなんだか楽しい

なずな∥著 松本 喜代隆∥著 ぶどう社

・親子で楽しく学べる人気YouTube動画の作り方

山之内 真∥著 秀和システム

・美しき鉄道橋の世界 武田 元秀∥著 天夢人

・空中写真歴史図鑑 イーモン マッケイブ∥[編]著 原書房

・熊楠 安藤 礼二∥著 河出書房新社

・柚木沙弥郎のことば 柚木 沙弥郎∥著 グラフィック社

・国道16号線 「日本」を創った道 柳瀬 博一∥著 新潮社

・魔法のカラダスイッチ大全 那須 公宏∥著 自由国民社

・松井冬子 八柳 サエ∥監修 平凡社

・大阪ミナミの貧困女子 村上 薫∥ほか著 宝島社

・立花宗茂 戦国「最強」の武将 加来 耕三∥著 中央公論新社

・オードリー・タンの思考 近藤 弥生子∥著 ブックマン社

・昭和という過ち 原田 伊織∥著 SBクリエイティブ

・潜匠 矢田 海里∥著 柏書房

・WOMEN キアラ パスクアレッティ ジョンソン∥著 ポプラ社

・アーノルド・ローベルの全仕事 ブルーシープ

ＮＥＷ

新しい環境、新しい住まい、新しい職場など、新

生活を始める人を応援する本を集めてみました。

新社会人に必要なあれこれや、一人暮らしを始め

る人には弁当や料理本など、役立ててください

ね！

「春・新生活」

「はじめて はじめる はじまる」

＜新型コロナウイルスに関する本＞

・マルクス・ガブリエル新時代に生きる「道徳哲学」

マルクス ガブリエル∥述 丸山 俊一∥著 NHK出版

・ワクチン・レース メレディス ワッドマン∥著 羊土社

ＮＥＷ

貸出中のものは

予約もできます。

ＮＥＷ

ＮＥＷ

ＮＥＷ
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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）

酒井雅史 坂本悦子 佐藤瑞枝 野島美弥子 家の光協会 刈谷市中央図書館 ㈱シティ情報ふくおか

西部ガス株式会社 日産自動車株式会社 行橋市歴史資料館

他１名（匿名希望）

ポプラ社

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。

予約もできます。

今年もコロナ禍の中ではありますが、図書館では少

しでもたのしめることを模索しつつ、できることを企

画していきます。

今年は「子ども読書活動の推進に関する法律」の施

行20周年を迎えます。この日に因んで、いつものおは

なし会を、少し拡大版にしておこないます。

絵本やかみしばい、語りや手遊びなど、聞いて見て

感じてほしいひととき。いっしょにすごしてみません

か？

どなたでも参加できます。

新年度が始まりました。何かが始まったり終わったり、変化

することは得意ではないから心身ともに疲れることも多いです

が、自分の心の平和を支えてくれるものが増えるのは嬉しいこ

とですね。（K.S）

◆「イミテーション・ゲーム」
監督／モルテン・ティルドゥム

出演／ベネディクト・カンバーバッチ

キーラ・ナイトレイ

日時：4月11日（日）14：00～

場所：図書館ＡＶホール

定員：50名


