
群 ようこ

馳 星周

・       「繊細さん」の本 武田 友紀

・アンと愛情 坂木 司

・

気がつけば、終着駅 佐藤 愛子

・

・

・

ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人

・

・

君を忘れる朝がくる。 山口 幸三郎

・ 池井戸 潤

・

ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー ブレイディみかこ

アルルカンと道化師

少年と犬

加藤 シゲアキ

・ 東野 圭吾

       オルタネート

夜明けのすべて 瀬尾 まいこ

       たべる生活

               お探し物は図書室まで 青山 美智子

・

・               境界線 中山 七里

・       さらに、やめてみた。 わたなべ ぽん

・女帝小池百合子 石井 妙子

・チンギス紀 9 北方 謙三
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〒800-0352
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2021年1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

２０２１ねんは丑年ですね。ゆっくりとしたあゆみで、いっ

ぽいっぽすすんでいくうしさん。今年はどんなとしになるか

な？新年はつわらいもいっしょにどうぞ！

＜小説・エッセイ・紀行・ノンフィクション＞

・サード・キッチン 白尾 悠∥著 河出書房新社

・肉体のジェンダーを笑うな 山崎 ナオコーラ∥著 集英社

・ヒゲとナプキン 杉山 文野∥原案 乙武 洋匡∥著 小学館

・三島由紀夫は何を遺したか 櫻井 秀勲∥著 きずな出版

・一橋桐子<76>の犯罪日記 原田 ひ香∥著 徳間書店

・白日 月村 了衛∥著 KADOKAWA

・ニッケル・ボーイズ

コルソン ホワイトヘッド∥著 早川書房

・銀の夜 角田 光代∥著 光文社

・誘拐ファミリー 新堂 冬樹∥著 双葉社

・どうしてわたしはあの子じゃないの

寺地 はるな∥著 双葉社

・ストーンサークルの殺人 M.W.クレイヴン∥著 早川書房

・寺山修司の写真 堀江 秀史∥著 青土社

・日曜日は青い蜥蜴 恩田 陸∥著 筑摩書房

・コラムニストになりたかった 中野 翠∥著 新潮社

＜暮らしのほん＞

・誰も教えなくなった、料理きほんのき

鈴木 登紀子∥著 小学館

・和布で作る縁起がいい飾りもの ブティック社

・18歳からの自炊塾 比良松 道一∥著 家の光協会

・かぎ針で編むキュートななりきり帽子&小物

寺西 恵里子∥著 日東書院本社

・はらぺこ万歳! おかわり たかぎ なおこ∥著 文藝春秋

＜なんだか気になるほん＞

・元女子高生、パパになる 杉山 文野∥著 文藝春秋

・「沁みる夜汽車」の物語 2 

NHK沁みる夜汽車制作チーム∥著 ビジネス社

・水のように 浪花 千栄子∥著 朝日新聞出版

・コーヒーのある暮らし 淹れる・選

・いつか来る死 糸井 重里∥著 小堀 鷗一郎∥著 マガジンハウス

・知ってるだけで避けられる!危ない前兆

ホームライフ取材班∥編 青春出版社

・カメラのきほん練習帳 松本 茜∥著 永岡書店

・はじめてのスピノザ 國分 功一郎∥著 講談社

・リモートワーク大全 壽 かおり∥著 ポプラ社

・自由への手紙 オードリー タン∥語り 講談社

・だれかの記憶に生きていく 木村 光希∥著 朝日新聞出版

・誰かの理想を生きられはしない 吉野 靫∥著 青土社

・民俗知は可能か 赤坂 憲雄∥著 春秋社

・もののけの日本史 小山 聡子∥著 中央公論新社

・ジョン・レノン伝 藤本 国彦∥著 毎日新聞出版

ＮＥＷ

あけましておめでとうございます。

新成人のみなさまにとって大人ってなん

でしょうね？大人のたしなみや、しぐさ、作

法や楽しみなど、「オトナ」にまつわるあれ

これを集めてみました。

「オトナですから」

「うっしっしー ワッハッハー」

＜新型コロナウイルスに関する本＞

・ポストコロナ期を生きるきみたちへ 内田 樹∥編 晶文社

・武漢支援日記 査 瓊芳∥著 岩波書店

・ばっちり安心な新型コロナ感染対策旅行編20 

矢野 邦夫∥著ヴァンメディカル

・新型コロナウイルス対策のプロが教える科学的に正しい

除菌・掃除術 神野 敏幸∥監修 扶桑社

・新型コロナ7つの謎 宮坂 昌之∥著 講談社

・まんがで学ぶ!新型コロナ知る知るスクール

岡田 晴恵∥著 ポプラ社

貸出中のものは

予約もできます。

ＮＥＷ
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（14：30～）

17 【展示】⇒

館内整理日

にじいろスマイル

休館日

休館日新春寄席

2524

土日 月 火 水 木 金

853 4

1 2元旦

年末年始の休館 年末年始の休館

27 28

1/19⇒1/24
「水彩画作品展」

（苅田水彩）

12

年末年始の休館 館内整理日

19

1110

18

（11：00～）

13

6
休館日

20 23

9

21 22

15
（11：00～)

16

苅田ロータリークラブより
DVDの贈呈式＆上映会

31

29 30

Ｊａｓｏｎ’ｓ
ストーリータイム

図書館員の
おはなしタイム

（14：30～）

図書館福袋＆新
春！栞みくじ

（14：00～）

はらぺこあおむしの
おはなし会

おはなしハンプティの
むかしばなし祝日開館

（11：00～）

休館日

（14：00～15：00）

（成人の日）

7

14

🗻

【日時】1月17日（日）

14：00～15：00

【場所】苅田町立図書館 AVホール

※入場無料・どなたでもどうぞ

【ご注意いただきたいこと】

●参加時にはマスク着用、大きな声で話

すのを控える等、引き続きご協力をお願

いいたします。また、体調の悪い方はご

遠慮ください。

●ホール内は換気のため、入口を開けて

おります。暖かい恰好でお越しください。

●イベントは予定です。変更がある時は

図書館ホームページ、掲示物でお知らせ

いたします。図書館まで問い合わせくだ

さい。

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）

木村伸也 丸山文女 城戸淳一 福岡昔ばなし大学実行委員会

青山ライフ出版株式会社

他4名（匿名希望）

2021年が始まりました。2020年が波乱の1年になるなんて誰が予

想できたでしょうか？新しい生活様式にも慣れ、図書館の利用の仕

方が以前と変わってしまったという方も多いことでしょう。

新型コロナウイルス感染症の1日も早い終息をお祈りするばかりで

すね。(猛虎)

今月は【苅田ロータリークラブ寄

贈特別上映】です。

◆1月9日（土）

11：00～13：00 「長州ファイ

ブ」

◆1月10日（日）

11：00「家康、江戸を建てる」

14：00「トムとジェリー 赤ちゃ

んはいいな」

17：00「グリーンブック」

◆1月11日（月・祝）

11：00「ローマ法王の休日」

14：00「映画 すみっコぐらし」

場所：図書館ＡＶホール

定員：50名

12/13（日）

図書館ではあたた

かな音楽のしらべ

とともに、ベー

トーヴェン生誕250

年を記念して、

「初心者のための

クラシック講座」

が開かれました。

とても楽しい時間

をすごしました。


