
・

熱源 川越 宗一

清明

・

・

　　　　　　　線は、僕を描く 砥上 裕將

・ 今野 敏

・ツナグ 　想い人の心得 辻村 深月

・

ライオンのおやつ・ 小川 糸

・背高泡立草 古川 真人

・亡くなった人と話しませんか サトミ

・落日 湊 かなえ

・Ｒｅｄ 島本　理生

・

猫君 畠中 恵

・

・ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー

中山 七里人面瘡探偵

お勝手のあん 1 柴田 よしき

イマジン? 有川 ひろ

ブレイディみかこ

・黒武御神火御殿 宮部 みゆき

　　　そして、バトンは渡された 瀬尾 まいこ

・
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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

今月はありません。

ＮＥＷ

＜小説・エッセイ・紀行・ノンフィクション＞

・死の陰謀 渡辺 裕之∥著 中央公論新社

・絶対聖域 新堂 冬樹∥著 講談社

・神域 （上・下） 真山 仁∥著 毎日新聞出版

・去年の雪 江國 香織∥著 KADOKAWA

・できることならスティードで

加藤 シゲアキ∥著 朝日新聞出版

・君はるか 古関裕而と金子の恋 古関 正裕∥著 集英社

・いつでも母と 山口 恵以子∥著 小学館

・ポロック生命体 瀬名 秀明∥著 新潮社

・発注いただきました! 朝井 リョウ∥著 集英社

・晴れの日散歩 角田 光代∥著 オレンジページ

・祟り神 怪談飯屋古狸 輪渡 颯介∥著 講談社

・ひこばえ （上・下） 重松 清∥著 朝日新聞出版

・今日も町の隅で 小野寺 史宜∥著 KADOKAWA

・太宰を読んだ人が迷い込む場所 齋藤 孝∥著 PHP研究所

・緋色の残響 長岡 弘樹∥著 双葉社

・流人道中記 （上・下） 浅田 次郎∥著 中央公論新社

・十字架のカルテ 知念 実希人∥著 小学館

・笑って生ききる 瀬戸内 寂聴∥著 中央公論新社

・三兄弟の僕らは 小路 幸也∥著 PHP研究所

・夜がどれほど暗くても 中山 七里∥著 角川春樹事務所

・掟上今日子の設計図 西尾 維新∥著 講談社

・だって買っちゃった 吉田 戦車∥著 光文社

・<あの絵>のまえで 原田 マハ∥著 幻冬舎

＜暮らしのほん＞

・チョコレートスイーツBOOK SEIJIN∥著 KADOKAWA

・親に元気を届ける作りおきごはん 小田 真規子∥著 永岡書店

・はじめてでも超簡単!1時間パン Backe晶子∥著 NHK出版

・石川ゆみの着るもの、袋もの 文化学園文化出版局

・フライパンひとつでスパイスカレー 印度カリー子∥著 ぴあ

・おかん飯 ファイナル

西原 理恵子∥著 枝元 なほみ∥著 毎日新聞出版

＜なんだか気になるほん＞

・忍びの滋賀 姫野 カオルコ∥著 小学館

・働く人のための感情資本論 山田 陽子∥著 青土社

・意識と感覚のない世界

ヘンリー ジェイ プリスビロー∥著 みすず書房

・京都でお買いもん 入江 敦彦∥著 新潮社

・話すチカラ 齋藤 孝∥著 安住 紳一郎∥著 ダイヤモンド社

・16歳のデモクラシー 佐藤 優∥著 晶文社

・全国大人になっても行きたいわたしの絵本めぐり G.B.

・人生の1冊の絵本 柳田 邦男∥著 岩波書店

・10年後に食える仕事食えない仕事

渡邉 正裕∥著 東洋経済新報社

・「うちの子は字が書けないかも」と思ったら

宇野 彰∥著 ポプラ社

・寝ながらできる認知症予防 4 山崎 律子∥編 ミネルヴァ書房

・90歳セツの新聞ちぎり絵 木村 セツ∥ちぎり絵 里山社

・野村克也の「人を動かす言葉」 野村 克也∥著 新潮社

・人工培養された脳は「誰」なのか

フィリップ ボール∥著 原書房

・タスカジさんが選んだ本当に使える100均アイテム

タスカジ∥監修 主婦の友社

貸出中のものは

予約もできます。

おはなし会、映画会、展示コーナー等の催

しは、ありません。

毎年、行っておりました図書館まつりは延

期になりました。ご了承ください。
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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（3月21日～4月20日受付分）

パナソニック㈱アブライアンス社 長寿科学振興財団 （一）建設コンサルタンツ協会 （社）金融財政事情研究会

㈱地域情報センター 下関市立歴史博物館 福岡県立美術館

新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、3月、4月と図書館がまるまる休館

となってしまい、こんなことは前代未聞。世界中が戸惑い不安を感じる中、私

たちも休館中だからこそできる仕事を粛々とおこなってきました。本を手に

取ってもらいたいという思いと、感染の危険は冒せないという思いのせめぎ合

い。一日でも早く日常が戻ってきてくれることを願う毎日です。（K.S）

【苅田町立図書館 臨時休館のお知らせ】

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、現在、令和２年５月２５日（月）まで、苅田町立図書館及び西

部分室は臨時休館しております。状況によっては、さらに延長することもあります。最新の情報は、町の

ホームページ等でご確認ください。

大変迷惑をおかけしますが、御理解のほどよろしくお願いします。

きちんとうがい！

しっかりてあらい！

もりもりごはんを食べて！

Stay Home！
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