
　　　　　　　　　　　「また作って!」と言われるおかわりおかず

林 真理子

宮部 みゆき

知念 実希人

宙ごはん 町田 そのこ

北方 謙三

瀬尾 まいこ

　　　80歳の壁

同志少女よ、敵を撃て

町田 そのこ

逢坂 冬馬

多良 美智子

上島 亜紀
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　　　　　　　　　　　　87歳、古い団地で愉しむひとりの暮らし
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　　　　　　　掬えば手には
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畠中 恵

・ 東野 圭吾マスカレード・ゲーム

　　　　　　　夜に星を放つ 窪 美澄

・

　　　　　　　こいごころ 

・

・

高瀬 隼子

棘の家 中山 七里
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・

・

　　　　　　　　　　　おいしいごはんが食べられますように

・

・

　　　子宝船

　　　　　　　死神と天使の円舞曲

　　　　　　　チンギス紀 14

星を掬う
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苅田町立図書館
オークヨム
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ＦＡＸ 434-9314

2022年9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

人生100年時代、健康で元気に過ごしたいですね。

楽しく脳を鍛えられる脳トレの本や、健康な体を維持するため

のレシピ本などを集めました。

「脳活・食活～めざせご長寿～」

「おと♪いっぱい」

貸出中の本は、

ネットからも予約できます。

わたしたちのまわりは、おとであふれています。がっきのお

と、むしのなきごえ、おなかがグーって鳴る、体からでるおと。

絵本にはどんなおとがでてくるかな？

＜なんだか気になるほん＞

・読書会という幸福 向井 和美∥著 岩波書店

・タイプ別怒れない私のためのきちんと怒る練習帳

安藤 俊介∥著 CCCメディアハウス

・女性の覚悟 坂東 眞理子∥著 主婦の友社

・沖縄のことを聞かせてください 宮沢 和史∥著 双葉社

・13歳からの経営の教科書 岩尾 俊兵∥著 KADOKAWA

・非行少年たちの神様 堀井 智帆∥著 青灯社

・算数ナゾ解き&脱出ゲーム 岡田 光未∥著 明治図書出版

・「ゴキブリ嫌い」だったけどゴキブリ研究はじめました

柳澤 静磨∥著 イースト・プレス

・子どもの目を守る本 三木 淳司∥監修 講談社

・僕たちはいつ宇宙に行けるのか 山崎 直子∥著 青春出版社

・トカイナカに生きる 神山 典士∥著 文藝春秋

・百色図鑑 北山 建穂∥著 みらいパブリッシング

・甲子園に行くのが夢だった 松坂 大輔∥監修 飛鳥新社

・1日3分で変わる！社会人のための滑舌ドリル

花形 一実∥著 メイツユニバーサルコンテンツ

＜暮らしのほん＞

・図解リノベーション大百科 エクスナレッジ

・図解会社員のためのお金のキホン 井上ヨウスケ∥著 KADOKAWA

・すみっコぐらしフェルトマスコット 佐々木公子∥著 ブティック社

・一汁一菜でよいと至るまで 土井 善晴∥著 新潮社

・“炒めない”炒めもの 今井 亮∥著 主婦と生活社

・はじめてのアラブごはん 小松あき∥著 イカロス出版

・からだが整うゆるヴィーガン・レシピ

庄司 いずみ∥著世界文化ブックス

・あっちこっち食器棚めぐり 伊藤 まさこ∥著 新潮社

＜なんだか気になるほん forキッズ＞

・勉強は役に立つ オオタヤスシ∥マンガ・イラスト 旺文社

・「みんな違ってみんないい」のか? 山口 裕之∥著 筑摩書房

・知っておきたい法律 小豆だるま∥マンガ・イラスト 旺文社

・12歳までに身につけたいルール・マナーの超きほん

岩下 宣子∥監修 朝日新聞出版

・妖怪なんでも入門 水木 しげる∥著 小学館

・ほんとうは“よわい恐竜”じてん 土屋健∥著 KADOKAWA

・立てないキリンの赤ちゃんをすくえ 佐藤 真澄∥作 静山社

・ウン小話 湯澤 規子∥文 ホーム社

・はじめてのはたらくくるまずかん スタジオタッククリエイティブ

・食品ロスはなぜ減らないの? 小林富雄∥著 岩波書店

・食糧危機のサバイバル ゴムドリco.∥文 朝日新聞出版

・トムとジェリーのまちがいさがし

牧野 タカシ∥絵 河出書房新社

＜小説・エッセイ・紀行・ノンフィクション＞

・「私」という男の生涯 石原 慎太郎∥著 幻冬舎

・飛び立つ季節 沢木 耕太郎∥著 新潮社

・うつには祖母がよく効きます こうのみさと∥著 旬報社

・図書室の死体 マーティ ウィンゲイト∥著 東京創元社

・田舎医者/断食芸人/流刑地で カフカ∥著 光文社

・ブータン、世界でいちばん幸せな女の子 阿川 佐和子∥著 文藝春秋

・マイ・プレゼント 青山 美智子∥著 PHP研究所

・ザ・ベストミステリーズ2022 日本推理作家協会∥編 講談社

・セカンドチャンス 篠田 節子∥著 講談社

・ショートショート実験室 田丸雅智∥著 エネルギーフォーラム

・雨滴は続く 西村賢太∥著 文藝春秋

・その意図は見えなくて 藤 つかさ∥著 双葉社

・客席のわたしたちを圧倒する 井上ひさし∥著 岩波書店

・パリの空の下で、息子とぼくの3000日 辻仁成∥著 マガジンハウス

・本を読んだら散歩に行こう 村井 理子∥著 集英社

ＮＥＷ

ＮＥＷ

ＮＥＷ

ＮＥＷ

ＮＥＷ

ＮＥＷ

ＮＥＷ

ＮＥＷ



13 1411

25

（14：30～）

図書館員の
おはなしタイム

おはなしハンプティの
むかしばなし

17

夜間開館19：00まで

（本館のみ）

夜間開館19：00まで

（本館のみ）

（14：30～）

16

20冊貸出スタート
（9/29まで）⇒

夜間開館19：00まで

（本館のみ）

図書館シネマ

（14：00～）

Ｊａｓｏｎ’ｓ
ストーリータイム

夜間開館19：00まで

（本館のみ）

土日 月 火 水 木 金

964 5

2 31

87

夜間開館19：00まで

（本館のみ）
9/16⇒9/22

「アルツハイマー月間」
（福祉課）

はらぺこあおむしの
おはなし会

10
（11：00～）

26 27

夜間開館19：00まで

（本館のみ）

（14：00～）

休館日

12

休館日
にじいろスマイルの

おはなし会

（秋分の日）

休館日

15

祝日開館

23

夜間開館19：00まで

（本館のみ）

30

20をとなのおはなし会

10：30～ 21
祝日開館

2218

28 29

19

（敬老の日） （11：00～）

夜間開館19：00まで

（本館のみ）

24

休館日 館内整理日

次の方々より図書の寄贈がありました。（敬称は省略させていただきます）

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（7月21日～8月20日受付分）

【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

★8/3（水）

図書館謎解き～スパイミッションをクリアせよ～

AVホールで受付を済ませ、いざ！レッツ謎解き！！

9時30分のスタートから賑わっています。

どのコースで参加するのかな？

事前にネット予約で申し込んでいた新人スパイコース、中堅スパイコース、ベテランスパイコース。

この3つのコースを攻略するため、仲間と協力しあって謎を解いている姿が印象的でした。

KADOKAWA

マガジンハウス

9月4日（日）ミッキーマウス ミッキーのがんばれサーカス

一谷史子 三陸国際芸術推進委員会 他 ５名（匿名希望）

今年の夏はこんなことがありました。

8月の図書館★ダイジェスト

特別整理期間＆20冊貸出のお知らせ

10月1日（土）～10月10日（月祝）は、特別整理期間のため、

全館休館いたします。

※9月30日（金）は館内整理日、10月11日（火）は振替休館です。

そのため、9月16日（金）～9月29日（木）の間は

通常、本と雑誌あわせて10冊までの貸出のところ

20冊まで貸出ができます。（AV資料は3点まで）
※休館中の返却は本館、西部公民館、北公民館、小波瀬コミュニティーセンターにある「本のポスト」をご利用ください。

※ＡＶ資料、他館貸出資料は10月12日以降に返却カウンターへお持ちください。

★8/22（月）23（火）

令和4年度苅田町小中学生読書リーダー養成講座

2年ぶりの開催となりました。

8/22（月）の小学生の部では、町内の読書ボランティアの皆さんに読み聞かせの

方法を教えてもらったり、ブックポーカーをアレンジした図書館オリジナルの本当てゲー

ム「KANDA BBQ」（カンダ ビブリオバトルクイズ）や、本の帯づくりをしました。

8/23（火）中学生の部では、特設コーナーの作り方、館内見学、本の修理体験、

ビブリオバトルに参加、本の帯づくりをしました。

両日とも盛りだくさんの内容でしたね。ぜひ、学校で活かしてくださいね♪

おはなしの会 三つのりんご をとなのおはなし会

日時：9月19日（月祝）午前10時30分から

場所：苅田町立図書館AVホール

対象：大人（中学生以上）

内容：語り、絵本の読み聞かせ、わらべうた など


