
・奈緒と磐音 居眠り磐音 佐伯 泰英

・フーガはユーガ 伊坂 幸太郎

・

・一切なりゆき 樹木 希林

・沈黙のパレード 東野 圭吾

・昨日がなければ明日もない 宮部 みゆき

・すぐ死ぬんだから 内館 牧子

・　　　　　　　本と鍵の季節 米澤 穂信

・未来 湊　かなえ

・ある男 平野 啓一郎

宝島

・医者が考案した「長生きみそ汁」 小林 弘幸

・大家さんと僕 矢部 太郎

・平成くん、さようなら 古市 憲寿

真藤 順丈

・　　　　　　　樹木希林120の遺言　　 樹木 希林

・冥界からの電話 佐藤 愛子

・鼠草紙 佐伯 泰英

第 342 号

〒800-0352

福岡県京都郡苅田町

富久町1-17-8

苅田町立図書館
オークヨム

ＴＥＬ 436-0946

ＦＡＸ 434-9314

2019年3月1日

くらしの中に図書館を！

＜小説・エッセイ・紀行・ノンフィクション＞

・麒麟児 冲方 丁∥著 （KADOKAWA）

・湯けむり行脚 池内 紀∥著 （山川出版社）

・80歳のマザーグース 桐島 洋子∥著 （主婦と生活社）

・コヨーテの翼 五十嵐 貴久∥著 （双葉社）

・世界の家族/家族の世界 椎名 誠∥著 （新日本出版社）

・歌舞伎町ゲノム 誉田 哲也∥著 （中央公論新社）

・居た場所 高山 羽根子∥著 （河出書房新社）

・散歩するネコ 群 ようこ∥著 （角川春樹事務所）

・絶望書店 頭木 弘樹∥編 （河出書房新社）

・終末少女 古野 まほろ∥著 （光文社）

人気のある本

すこしずつ、あたたかなきせつにかわるころ、いろんな

いきものが顔をみせてくれます。虫やどうぶつ、花や木々。

芽ぶくきせつにわくわくしませんか？みんなではるをさが

しにいきましょう！

特設コーナー

特 集

児 童 特 集

「よく読まれました 2018」

「はる まつ きもち」

今年度もたくさんの本が読まれました。この一年間で図書

館にあるどの本が、どんなジャンルが利用が多かったのか

を図書館独自のデータでうちだしてみました。うっかり読み

逃してしまったあんな本やこんな本に出会えるチャンスです。

＜なんだか気になるほん＞

・怖いへんないきものの絵

中野 京子∥著 早川 いくを∥著 （幻冬舎）

・地球一やさしい宇宙の話 吉田 直紀∥著 （小学館）

・本の未来を探す旅台北 内沼 晋太郎∥ほか編著 （朝日出版社）

・小休止のすすめ

ヒロミ∥著 藤田 晋∥著 （SBクリエイティブ）

・デートDV予防学 伊田 広行∥著 （かもがわ出版）

・脱・呪縛 鎌田 實∥著 （理論社）

・ムリなくできる親の介護 工藤 広伸∥著 （日本実業出版社）

・つらい「逆流性食道炎」は自分で治せる! 

大竹 真一郎∥監修 （学研プラス）

・歴史作家の城めぐり 伊東 潤∥著 （プレジデント社）

・福岡の町中華 （ぴあ）

・福岡市を経営する 高島 宗一郎∥著 （ダイヤモンド社）

・終わっている臓器 坂井 建雄∥監修 （徳間書店）

＜暮らしのほん＞

・夢のやせる肉 （オレンジページ）

・病気を防ぐ!改善する!「食べ方」事典

「きょうの健康」番組制作班∥編 （主婦と生活社）

・やせる!健康になる!いわし缶レシピ

工藤 孝文∥著 検見崎 聡美∥料理 （洋泉社）

・着るだけできれいに見える服がある

大人の着こなし研究所∥著 （大和書房）

・たまご×ワタナベマキ=ソース

ワタナベ マキ∥著 （ 誠文堂新光社）

・朝10分!中高生のラクチン弁当320       （学研プラス）

・小鍋でいろいろアヒージョ 田村 つぼみ∥著 （東京書店）

貸出中のものは

予約もできます。

平成の終わりに読んでおきたいこの本！

・図解で振り返る激動の平成史 （三栄書房）

・国民とともに歩まれた平成の30年

宮内庁侍従職∥監修 （毎日新聞社）

・ニッポン2021-2050 データから構想を生み出す教養と思考法

落合 陽一∥著 猪瀬 直樹∥著 （KADOKAWA）

・天皇制ってなんだろう? 宇都宮 健児∥著 （平凡社）

・旅する天皇 竹内 正浩∥著 （小学館）

ＮＥＷ

ＮＥＷ



 

「

おはなしハンプティの
むかしばなし

図書館員の
おはなしタイム

Ｊａｓｏｎ’ｓ
ストーリータイム

3/5⇒3/10
等覚寺写真展

3/12⇒3/17
雑誌スポンサー

一覧案内

21

15 16

22 23

14

土

休館日

日 月 火 水 木 金

853 4 【展示】⇒

1 2

6 7

はらぺこあおむしの
おはなし会

9

24 25

館内整理日

31

11 12

18 19

13

26

休館日

17
休館日

10

20

29 30
スターバースト＋マルシェ

「にぎやかフェスタ２」

春休みこどもシネマ

14：00～

図書館ｄｅハンドメイド

11：00～/14：00～

14：00～

11：00～ 14：30～

11：00～

14：30～

【展示】⇒

月曜開館

祝日開館
（春分の日）

2827

にじいろスマイル

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（12月21日～1月20日受付分）

逃してしまったあんな本やこんな本に出会えるチャンスです。

（朝日出版社）

（日本実業出版社）

日産自動車株式会社 行橋市歴史資料館 金川 顕教

他４名（匿名希望）

「ブタがいた教室」
前田 哲／監督 （110分）

出演：妻夫木 聡 大杉 漣

日時：21日（木・祝）

14：00～

場所：図書館ＡＶホール

2/9（土）読書リーダーの閉講

式・報告会＆ＰＯＰ展示。各校、

力作ぞろいでした。

2/11～24「本の処方箋」という企

画で特設を組んでみました。

2/17（日）ラジオを作ろう講座。

はんだ付けに最初は戸惑いつつも、

作りあがっていく工程に面白さが

ありました。最後は電波を受信し

て完成！

2/21（木）西角田小学校1、2年生

が施設見学にきました。

2/19～27企画展示「伊能忠敬と苅

田展」を開催。パネルディスカッ

ション等も盛り上がりました。

●場所：苅田町立図書館・小会議室

●参加：無料
以下のルールをご確認ください！

●図書館に関係のあることを話す。

●自分たちのアイディアや図書館でしたいことを

話す、披露する。

●他の人の話を否定・中傷しない。

●問合・申込：苅田町立図書館

※今月は21日（木・祝）

昼11：30～13：30開催！

「おじゃる丸

満月ロード危機一髪

タマにはマロも大冒険」

日時：30日（土）

14：00～14：50

場所：図書館ＡＶホール ※要申込です。来館または電

話にて受付中！

よのなかすっかり春めかしてきました。卒業や就職など、春

の暖かい気候とあいまって、地に足がつかない気分になるのは、

きっと私だけじゃあないでしょう、と勝手に察してみたり。

3.11に思いを馳せれば、きゅっと身が引き締まる心地ぞする…。

今月は震災の本も特設しています。よかったら手に取ってみて

ください。（Ｍ）


