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　　　　　　　スマホ脳

たべる生活

・ 西條 奈加

今度生まれたら 内館 牧子

・

推し、燃ゆ 宇佐見 りん

加藤 シゲアキ・　　　オルタネート

・ 東野 圭吾

・

　　　「繊細さん」の本 武田 友紀

池井戸 潤

青山 美智子

青山 美智子

新川 帆立

半沢直樹　アルルカンと道化師

お探し物は図書室まで

ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人

・　　　　　　　三つ巴 佐伯 泰英

・アンと愛情 坂木 司

・自転しながら公転する 山本 文緒

・夜明けのすべて 瀬尾 まいこ

・

心淋し川

・

・

・

・

・

・

アンデシュ　ハンセン

群 ようこ

　　　　　　　木曜日にはココアを
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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

れいわ３年３月なので、３のでてくる絵本やかみしばいを

あつめてみました。３のなにか、どんな３なのか、わくわくし

ながらよんでみよう！

＜小説・エッセイ・紀行・ノンフィクション＞

・オリーヴ・キタリッジ、ふたたび

エリザベス ストラウト∥著 早川書房

・教室に並んだ背表紙 相沢 沙呼∥著 集英社

・当確師 真山 仁∥著 中央公論新社

・銀獣の集い 廣嶋 玲子∥著 東京創元社

・応仁悪童伝 木下 昌輝∥著 角川春樹事務所

・零から0へ まはら 三桃∥著 ポプラ社

・おたがいさま 群 ようこ∥著 角川春樹事務所

・終の暮らし 曽野 綾子∥著 興陽館

・私のカレーを食べてください 幸村 しゅう∥著 小学館

・マスクは踊る 東海林 さだお∥著 文藝春秋

・コンジュジ 木崎 みつ子∥著 集英社

・鬼哭の銃弾 深町 秋生∥著 双葉社

・ヘーゼルの密書 上田 早夕里∥著 光文社

・ばあさんは15歳 阿川 佐和子∥著 中央公論新社

・テナント バーナード マラマッド∥著 みすず書房

＜暮らしのほん＞

・こっそりマスク内美容 主婦の友社∥編 主婦の友社

・ポリ袋で簡単、おいしいはじめてのみそ作り

真藤 舞衣子∥著 立東舎

・身体に優しい長生きスープ 藤井 恵∥著 扶桑社

・赤ちゃんのための補完食入門 相川 晴∥著 彩図社

・初女お母さんの愛の贈りもの 佐藤 初女∥著 中央公論新社

・こびとづかんのこびとづくり 文化学園文化出版局

＜なんだか気になるほん＞

・ほどよい距離が見つかる本 古宮 昇∥著 すばる舎

・戦国大名の戦さ事情 渡邊 大門∥著 柏書房

・両親が元気なうちに“実家じまい”はじめました。

大井 あゆみ∥文 光文社

・やまゆり園事件 神奈川新聞取材班∥著 幻冬舎

・あなたの会社、その働き方は幸せですか? 

出口 治明∥著 上野 千鶴子∥著 祥伝社

・広島平和記念資料館は問いかける 志賀 賢治∥著 岩波書店

・タコは海のスーパーインテリジェンス 池田 譲∥著 化学同人

・ゴシックの解剖 唐戸 信嘉∥著 青土社

・自宅学習の強化書 葉一∥著 フォレスト出版

・桜庭一樹のシネマ桜吹雪 桜庭 一樹∥著 文藝春秋

・ひとはなぜ「認められたい」のか 山竹 伸二∥著 筑摩書房

・ただいま収蔵品整理中！ 鷹取 ゆう∥著 河出書房新社

・関ケ原合戦全史 渡邊 大門∥著 草思社

・職場六法 働く人を守る! 岩出 誠∥著 講談社

・はじめよう!ソロキャンプ 森 風美∥著 山と溪谷社

ＮＥＷ

東日本大震災から10年がたとうとしています。三陸鉄道

の復旧など復興の兆しは見えるものの、家に戻れない人

たちや原発問題などまだまだ数えきれない課題を残してい

ます。また、その地域に住む人たちの心のケアなど不安を

かかえて生活していることも浮き彫りになりました。あの震

災を忘れないために3.11関連の本を集めました。

「3.11 あの日、それから」

「”3”がたくさん」

＜新型コロナウイルスに関する本＞

・自衛隊感染予防BOOK JWings別冊編集部∥編 イカロス出版

・感染しないひなん所生活 岡田 晴恵∥ほか著 フレーベル館

・人類と感染症、共存の世紀

デイビッド ウォルトナー=テーブズ∥著 築地書館

・令和・アフターコロナの自治会・町内会運営ガイドブック

水津 陽子∥著 実業之日本社

・ドキュメント山小屋とコロナ禍 山と溪谷社∥編 山と溪谷社

・たたかう免疫 NHKスペシャル取材班∥著 講談社

・はたらく細胞ウイルス&細菌図鑑 講談社∥編 講談社

貸出中のものは

予約もできます。

ＮＥＷ

ＮＥＷ

ＮＥＷ
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土日 月 火 水 木 金

1297 8

5 62
はらぺこあおむしの

おはなし会

（14：00～）

Ｊａｓｏｎ’ｓ
ストーリータイム

3/2⇒3/14
「苅田町の四季写真
展」（苅田町観光協会）

1
休館日

【展示】⇒

図書館シネマ

3

10

1514

22
（11：00～）

にじいろスマイル

（11：00/14：00）

21

13

25 26

19
（14：30～）

20

図書館員の
おはなしタイム

（14：30～）

休館日

16 17
おはなしハンプティの

むかしばなし休館日

24 27
休館日

23

313029
月曜開館 館内整理日

4

11

18

（11：00～）

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（1月21日～2月20日受付分）

石川美香 金川顕教 上崎収 野田沙織 北九州市立文学館

他４名（匿名希望)

館内では、マスク着用、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。

予約もできます。

2020

SNS

2020

◆3月7日（日）11：00/14：00

「長州ファイブ」

監督／五十嵐 匠

出演／松田 龍平 山下 徹大

場所：図書館ＡＶホール

定員：50名

三月、卒業、就職、転勤など、環境の変化がおこる月ですね。コロナ禍でい

つもと違う三月をすごすことになりますが、未来に向けて一歩一歩、歩みを進

めていきましょう。「"If you can dream it,you can do it."（夢見ることが

できれば、それは実現できる）」（ウォルト・ディズニー）。今年は「センバ

ツ」が開催されますね！清々しいプレーに元気がもらえそうです。お茶の間か

ら応援したいと思います。（F)

『うちのトイプーがアイ

ドルすぎる。』

（道雪 葵∥著）

「トイプーあるあるで何

度読んでも笑える。」

『神様のパッチワーク』

（山本 悦子∥著）

「日本にもこんなカタチ

の家族がもっと増えたら

いいのに！」

『あやかしお宿の十二ケ

月。』 （友麻 碧∥著）

「おいしそうな料理が出

てきてお腹すきます。」

『本好きの下剋上』

（香月 美夜∥著）

「「好き」なものの為に

主人公が努力（暴走）！

家族愛と主人公の成長に

読みだしたら止まらな

い。」

『この世の春 （上・下）』

（宮部 みゆき∥著）

「時代物と怪奇物をあわ

せたらこの人しかよまな

いなあ。」

『橙書店にて』

（田尻 久子∥著）

「熊本のとある路地裏に

ひっそりと佇む素敵な本

屋の日常。」


