
・

・               暗約領域 大沢 在昌

・               MASK 内藤 了

・              人間 又吉 直樹

・Iの悲劇 米澤 穂信

・樹木希林120の遺言

今村 夏子むらさきのスカートの女

・罪の轍 奥田 英朗

・

祝祭と予感 恩田 陸

・

・さよならの儀式 宮部 みゆき

落日・ 湊 かなえ

闇天狗 鳥羽 亮

平場の月 朝倉 かすみ

樹木 希林

・              ツナグ 想い人の心得 辻村 深月

そして、バトンは渡された 瀬尾 まいこ

・

・

・

・ 東野 圭吾

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

希望の糸
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2019年12月1日

くらしの中に図書館を！

人気のある本

ことしもクリスマスのきせつがやってきました。まいと

し、クリスマスにまつわるえほんがでていますよ！ と

しょかんではクリスマスえほんをあつめています。いろい

ろなクリスマス本をたのしもう！

特設コーナー

特 集

児 童 特 集

「年末おたすけ隊」

「クリスマスがやってくる！」

年末の大仕事をサポートする本を大特

集します。ちょっとした知恵で楽に楽しく年

越ししましょう！！

ＮＥＷ

＜小説・エッセイ・紀行・ノンフィクション＞

・時を壊した彼女 古野 まほろ∥著 講談社

・背中の蜘蛛 誉田 哲也∥著 双葉社

・巡礼の家 天童 荒太∥著 文藝春秋

・サンズイ 笹本 稜平∥著 光文社

・神を喰らう者たち 新堂 冬樹∥著 光文社

・赤い髪の女 オルハン パムク∥著 早川書房

・霊媒探偵城塚翡翠 相沢 沙呼∥著 講談社

・「カッコいい」とは何か 平野 啓一郎∥著 講談社

＜暮らしのほん＞

・いっぺんに作る赤ちゃんと大人のごはん

中田 馨∥著 誠文堂新光社

・「万能無水鍋」におまかせ!毎日のごはん

藤井 恵∥著 文化学園文化出版局

・刺し子の小ものとお繕い 飯塚 咲季∥著 日本ヴォーグ社

・夫が知らない家事リスト 野々村 友紀子∥著 双葉社

・賛否両論」おせちの本完全版 笠原 将弘∥著 KADOKAWA

・弾丸メシ 堂場 瞬一∥著 集英社

・・・などなど

ＮＥＷ

ＮＥＷ

＜なんだか気になるほん＞

・円谷幸吉 命の手紙 松下 茂典∥著 文藝春秋

・「松本清張」で読む昭和史 原 武史∥著 NHK出版

・人を襲うハチ 小川原 辰雄∥著 山と溪谷社

・たまには、やすんだら? Ton Mak∥著 飛鳥新社

・宇宙の地政学 （上・下）

ニール ドグラース タイソン∥ほか著 原書房

・日常にひそむうつくしい数学 冨島 佑允∥著 朝日新聞出版

・誰が科学を殺すのか

毎日新聞「幻の科学技術立国」取材班∥著 毎日新聞出版

・樹に聴く 清和 研二∥著 築地書館

・世界の仕組みを物理学で知る 松原 隆彦∥著 山と溪谷社

・現地嫌いなフィールド言語学者、かく語りき。

吉岡 乾∥著 創元社

年末年始休館にともなう20冊貸出のおしらせ

12月27日（金）～1月6日（月）年末年始休館のた

め、全館休館いたします。

それに伴い12月13日（金）～12月26日（木）の間

は、通常、本と雑誌あわせて10冊までのところ、20冊

まで貸出ができます。ＡＶ資料はあわせて3点までです。

どうぞご利用ください。

貸出中のものは

予約もできます。

ＮＥＷ
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休館日

冬休み直前！
図書館シネマ

12/17⇒12/21
「高校生の京築神

楽」

【展示】⇒ 212019

26 2722

29
年末年始の休館 年末年始の休館

休館日

おはなしハンプティの
あかちゃんおはなし会

おはなしハンプティの
むかしばなし

館内整理日

土日 月 火 水 木 金
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図書館員の
おはなしタイム
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キャッキエラ

ミニミニコンサート
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25

休館日
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31 11/20⇒12/8
「人権週間パネル

展」年末年始の休館

はらぺこあおむしの
おはなし会

（14：00～）

（14：30～）
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年末年始の休館

18

28

1412

にじいろスマイル

11 20冊貸出スタート
（12/26まで）⇒

3 4 5
休館日 図書館シネマ

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（10月21日～11月20日受付分）

青山信夫 伊藤正幸 萩原覚 佐藤正 西尾晶子 髙橋俊吾

渡邊幸一 柳川市史編集委員会

他４名（匿名希望）

今月は2回ありますよー！

①「横道世之介」

日時：12月3日（火） 14：00～/19：00～

出演/高良 健吾 吉高 由里子

②「ハリー・ポッターと秘密の部屋」

（日本語吹替版）

日時：12月22日（日） 14：00～

出演/ダニエル・ラドクリフ エマ・ワトソン
11/12（火）

南原小学校２年

生が町探検の授

業で来館しまし

た。熱心に筆を

走らせていまし

たよ！

11/1（金）～11/4（月・

祝）

第23回 秋の読書週間まつ

りを催しました。たくさん

の参加、ありがとうござい

ました！

11/15（金）

青豊高校１年生の職場見

学。小学校での貸出や、

おすすめの本をPOPで展

示してくれました。

あっという間に今年も残り１ヶ月。色々なところでクリスマスの

飾りを目にします。華やかな雰囲気で楽しいなと思う反面、年末が

近づいていると感じます。やり残したこと・やりたいこと色々あり

ますが、結局だらだらとすごしてしまいそうです。（S）

年末年始の休館

12/27（金）～1/6（月）

です。

12月24日（火）

14：30ごろ

クリスマスななつ星！

サンタクルーが来館し

ます！プレゼントもあ

るよ🚅

11/20（水）

善立寺保育園のみなさんから勤

労感謝の花束とメッセージをい

ただきました！感謝！

11/28（木）

西部公民館の調理

室にて「本に出て

くるお料理会」を

開催しました。


