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・
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〒800-0352

福岡県京都郡苅田町

富久町1丁目17番地8

苅田町立図書館
オークヨム

ＴＥＬ 436-0946

ＦＡＸ 434-9314

2022年3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

＜小説・エッセイ・紀行・ノンフィクション＞

・村上春樹クロニクル BOOK1 小山 鉄郎∥著 春陽堂書店

・きりきり舞いのさようなら 諸田 玲子∥著 光文社

・ひとりでカラカサさしてゆく 江國 香織∥著 新潮社

・吉祥寺ドリーミン 山田 詠美∥著 小学館

・今を生きるあなたへ 瀬戸内 寂聴∥著 SBクリエイティブ

・森から来た少年 ハーラン コーベン∥著 小学館

・捜査線上の夕映え 有栖川 有栖∥著 文藝春秋

・威風堂々（上・下） 伊東 潤∥著 中央公論新社

・教育 遠野 遙∥著 河出書房新社

・六つの村を越えて髭をなびかせる者

西條 奈加∥著 PHP研究所

・ボタニカ 朝井 まかて∥著 祥伝社

・桜風堂夢ものがたり 村山 早紀∥著 PHP研究所

・鑑定人 氏家京太郎 中山 七里∥著 双葉社

・無邪気な神々の無慈悲なたわむれ 七尾 与史∥著 二見書房

・山狩 笹本 稜平∥著 光文社

＜暮らしのほん＞

・1瓶で3度おいしい魔法の瓶詰 新田 亜素美∥著 大和書房

・たっきーママの簡単2STEP!オートミールレシピ

奥田 和美∥著 扶桑社

・栗原家のごはん 栗原 心平∥著 大和書房

・オートミール楽やせスープレシピ 岩崎 啓子∥著 宝島社

・パン&サンドイッチ 沼津 りえ∥著 永岡書店

・たんぱく質しっかりおかず 牧野 直子∥著 池田書店

・カレンの台所 滝沢 カレン∥文 サンクチュアリ出版

＜なんだか気になるほん＞

・楽しく遊ぼう!紙のおもちゃ部 moko∥著 日本ヴォーグ社

・化粧品成分事典 久光 一誠∥監修 池田書店

・絵の中のモノ語り 中野 京子∥著 KADOKAWA

・辛口サイショーの人生案内DX 最相 葉月∥著 ミシマ社

・食べるなら、どっち!? 渡辺 雄二∥著 サンクチュアリ出版

・武相荘、おしゃれ語り 牧山 桂子∥著 小学館

・暁の宇品 堀川 惠子∥著 講談社

・野呂邦暢古本屋写真集 野呂 邦暢∥著 筑摩書房

・千年の読書 三砂 慶明∥著 誠文堂新光社

・歴史を動かした重要文書 ヴィジュアル版

ピーター スノウ∥ほか著 原書房

・民主主義とは何か 宇野 重規∥著 講談社

・イクメンの罠 榎本 博明∥著 新潮社

・キテレツ城あるき 長谷川 ヨシテル∥著 柏書房

・はたらく内臓 坂井 建雄∥監修 中央公論新社

・心と体に効くお香のある生活 椎名 まさえ∥監修 日東書院本社

・サラ金の歴史 小島 庸平∥著 中央公論新社

・他者と生きる 磯野 真穂∥著 集英社

・ヘルシンキ 生活の練習 朴 沙羅∥著 筑摩書房

ＮＥＷ

本の世界には、多くの大賞があります。中でも芥川賞、直木賞、

本屋大賞など、世間でよく知られるものから、このミスがすごい

など、ジャンルをしぼった大賞まで幅広くあります。

今月は、小説にしぼって、様々な大賞に輝いた作品を過去10

年ほど遡って集めてみました。

「〇〇賞、獲ったどー！」

「わたし ネコ」

＜新型コロナウイルスに関する本＞

・パンデミック・プラネット アンナ クレイボーン∥作 評論社

・それでも闘いは続く 国立国際医療研究センター∥著 集英社

・永寿総合病院看護部が書いた新型コロナウイルス感染症

アウトブレイクの記録 高野 ひろみ∥ほか著 医学書院

・図解ウイルスと除菌のことがよくわかる!本

内海 洋∥著 あさ出版

・世界はコロナとどう闘ったのか?

アダム トゥーズ∥著 東洋経済新報社

貸出中の本は、

ネットからも予約

できます。

2022年2月22日！にゃんとぞろ目にゃ！！

にゃんとことしは、スーパーでスペシャルな猫の日ににゃり

ました♪(=^・^=)ねこのえほんをあつめていますにゃ。



 

休館日

13

本館は19：00まで
開館しています

2

にじいろスマイルの
おはなし会

休館日

休館日 休館日

本館は19：00まで
開館しています

（11：00～）

17
おはなしハンプティの

むかしばなし

19

23
本館は19：00まで
開館しています祝日開館

30 3128

21

休館日

土日 月 火 水 木 金

1186 7

4 53

109

休館日

12

1
館内整理日 休館日

27

15 16
本館は19：00まで
開館しています

休館日

29
（14：00～）

図書館deシネマ

（春分の日）

20

3/17⇒3/28
「等覚寺の松会

写真展」
（松会保存会）

【展示】⇒
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図書館は3/7（月）

まで臨時休館します。
福岡県にまん延防止等重点措置が適用されました。感染の

急拡大を防ぐため、図書館は3月7日（月）まで臨時休館と

なりました。休館中に利用できるサービスは「電子図書の

貸出」と「在架資料のWEB予約」です。

ご不便をおかけして申し訳ございません。

開館を楽しみにお待ちください。

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）

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（1月21日～2月20日受付分）

石邊節雄 堀田広治

他1名（匿名希望）

今、机の横には「司書のお仕事」という本が積まれている。

常々、情報はアンテナを張って広く浅く知っておこうという気持

ちでいる。ヲタクっぽい図書館員もいるこの職場。何かに特化

するのも面白い。（キヒ）

【開館時間】 9：30～17：30

木・金曜日は9：30～19：00（本館のみ）

西部公民館図書室

9：30～13：00 14：00～17：30

開館の際は、館内ではマスク着用、手指の消毒、

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。

◆3月20日（日） 14：00～

「横道世之介」 （160分）

監督：沖田 修一

出演：高良 健吾、吉高 由里子

場所：AVホール 定員：35名

※新型コロナウイルス感染状況によっては、変更することがあります。

参加される際には、図書館までご確認ください。

サイトへアクセス！
こちらのQRコードを読み取るか、

https://kanda-library.overdrive.com

を直接入力して、サイトへ。

IDはとしょかん利用券の番号

パスワードは初めての場合、

西暦の生年月日でサインインしてください。

【ご利用ください！電子図書サービス】

「ドライブ・マイ・カー」

第74回カンヌ国際映画祭・脚本賞受賞！

原作：村上春樹×主演：西島秀俊×監督：濱口竜介

村上春樹さんの短編集『女のいない男たち』に収められて

います。ぜひ、手に取って読んでみて下さいね。

予告！！4/2（土）

「移動式子ども食堂」が来ます！


