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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

2023年2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

一 般 特 集

児 童 特 集

福岡県のあるあるを紹介。

福岡県のある町が舞台になった小説から、歴史、グルメ、スポットなど

知らない福岡県を堪能ください。

「ブラボー！福岡県民！」

「にゃんがつ、きたー！」

貸出中の本は、

ネットからも予約できます。

2/22はネコの日。

ネコが主人公の楽しいおはなしをたくさん集めています。

身近にいるネコのキモチが、わかればいいな。

＜なんだか気になるほん＞

・お仕事にすぐ使えるPCスキルが楽しく身につくレシピ

国本 温子∥執筆 ワン・パブリッシング

・児童書作家の思いつき 杉山 亮∥著 仮説社

・孤独という病 池田 清彦∥著 宝島社

・オタクを武器に生きていく 吉田 尚記∥著 河出書房新社

・大往生 和田 秀樹∥著 宝島社

・徳川十六将 菊地 浩之∥著 KADOKAWA

・全国温泉大全 松田 忠徳∥著 東京書籍

・さらば総理 田原 総一朗∥著 朝日新聞出版

・ゆるい職場 古屋 星斗∥著 中央公論新社

・きもちを贈る 杉浦 さやか∥著 ワニブックス

・防衛大学校 國分 良成∥著 中央公論新社

・もしかして性格って悪くなるの? 下園 壮太∥著 すばる舎

・建築家の自邸BEST50 小谷 匡宏∥著 リーブル出版

・ファーストペンギン 坪内 知佳∥著 講談社

・らくらく安全運転BOOK スタジオタッククリエイティブ

・サッカーW杯クロニクル ベースボール・マガジン社

・にゃんこ四字熟語辞典2 西川 清史∥著 飛鳥新社

＜暮らしのほん＞
・パックン式お金の育て方 パトリック・ハーラン∥著 朝日新聞出版

・時を超える幸せの針仕事 鷲沢玲子∥著 日本ヴォーグ社

・野菜もりもりスープこそ最高のごちそう。 阪下 千恵∥著 主婦と生活社

・世界一簡単なしないレシピ ひろち∥著 KADOKAWA

・藤井恵さんの更年期ごはん 藤井 恵∥著 世界文化ブックス

・ウクライナの家庭料理

平野 顕子∥著 パルコエンタテインメント事業部

・まいにち豆腐干レシピ エダジュン∥著 エムディエヌコーポレーション

・戻さずポンッ!大豆ミートの楽うまレシピ 坂東 万有子∥著 河出書房新社

・新!掃除の解剖図鑑 日本ハウスクリーニング協会∥著 エクスナレッジ

・56歳で初めて父に、45歳で初めて母になりました

中本 裕己∥著 ワニ・プラス

＜なんだか気になる本 forキッズ＞
◇えほん◇
・まほうのともだちベンチ ウェンディ・メドゥール∥ぶん 化学同人

・パンダのがらをなんにする? おおの こうへい∥さく・え PHP研究所

・フライパンヤァ 加藤 休ミ∥作 講談社

・おさんぽステッチ 100%ORANGE∥作 講談社

◇よみもの◇
・ガオガオきょうりゅうのよる たるいし まこ∥作 あかね書房

・あやし、おそろし、天獄園 廣嶋 玲子∥作 偕成社

・2番めにすき 吉野 万理子∥作 くもん出版

・グレッグのダメ日記 なんだって、やってやる！

ジェフ・キニー∥作 ポプラ社

◇ぶんるい◇
・そうだったのか！まちのひみつ図鑑 チャイルド本社

・トムとジェリーをさがせ！

めいさくシーンでおおはしゃぎ 河出書房新社

・例解学習ことわざ辞典 白坂 洋一∥監 小学館

＜小説・エッセイ・紀行・ノンフィクション＞

・短歌のガチャポン 穂村 弘∥編著 小学館

・失踪願望。コロナふらふら格闘編 椎名 誠∥著 集英社

・幸福とは何ぞや 佐藤 愛子∥著 中央公論新社

・英国クリスマス幽霊譚傑作集

チャールズ・ディケンズ∥ほか著 東京創元社

・ユア・プレゼント 青山 美智子∥著 PHP研究所

・魔弾の標的 麻見 和史∥著 講談社

・人生百年時代の歩き方 五木 寛之∥著 NHK出版

・キッチンが呼んでる！ 稲田 俊輔∥著 小学館

・家康の海 植松 三十里∥著 PHP研究所

・骨灰 冲方 丁∥著 KADOKAWA

・どうする家康1 古沢 良太∥作 NHK出版

・吾輩は犬である 高見 龍也∥著 幻冬舎メディアコンサルティング

・君の教室が永遠の眠りにつくまで 鵺野 莉紗∥著 KADOKAWA

・たりる生活 群 ようこ∥著 朝日新聞出版

・私のことだま漂流記 山田 詠美∥著 講談社

西部公民館図書室特集 「温かくなる本」

「さむい～寒い～」と一日に何度も口に出してしまう時期ですよね。

寒さ対策には、身体の中から外から温めていきましょう。温泉であた

たまるのもいいかも！
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はらぺこあおむしの
おはなし会

建国記念の日

2/1⇒2/12
令和4年度苅田町小中学生

読書リーダー【活動の記録】

2/14⇒2/19
新春会員展

（苅田書道会）
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休館日

2/21⇒2/26
書作品展
（舟葉会）

バレンタインしおり配布
2/11（土祝）～　なくなり次第終了

　　貸出をされた方、1枚どうぞ
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おはなしハンプティの
むかしばなし

18夜間開館19：00まで

（本館のみ）17

図書館員の
おはなしタイム

福岡県のある町が舞台になった小説から、歴史、グルメ、スポットなど

【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

★1/6（金）～ 『図書館福袋2023』『としょかんみくじ』
2023年初の開館でした。

毎年恒例の『図書館福袋』と『としょかんみくじ』を行いました。

おみくじは大吉が出たら雑誌の付録がもらえ、大吉以外が出ても

除菌ウェットティッシュなど、引いた方全員が何かしらの景品を

お渡しするようにしました。

今年は展示コーナーに「みくじ結び所」と「新年の抱負を絵馬に

書こう」のコーナーを作り、後日、宇原神社のどんど焼きに持って

行きました。

「図書館福袋2023」は遠田町長、井上教育長、坂本議長が協力してくださいました。

開館当日には朝日新聞の取材も入り、翌日の朝刊のコラム欄に掲載されました。

幻冬舎メディアコンサルティング

2/12（日） アルジャーノンに花束を 95分

ダヴィッド・デルリュー/監督 ジャン・ボワスリエ エレーヌ・ド・フジュロル

今月はありません。

図書の寄贈（12月21日～1月20日受付分）

2023年が始まりましたね！

1月の図書館★ダイジェスト

★1/22（日）～1/29（日） 本の紹介カード展示
片島小学校、白川小学校の皆さんが書いてくれました。ご協力ありがとうございました。

2/1（水）～2/12（日）展示コーナーにて令和4年度苅田町小中学生読書リーダー【活動の記

録】を展示しています。児童・生徒のみなさんが学校でどんな活動をしたか見てくださいね♪

「苅田ウインドアンサンブルファミリーコンサート」

2月11日（土・祝） 14：00～ AVホールにて

曲目：春よ、来い 中村八大ヒット曲メドレー、ディズニーメドレー など

★1/29（日）図書館deハンドメイド

～マクラメコースターをつくろう
事前に選んだ色のマクラメ糸を使いハート型、四角それぞれお好みの形のコースターを作りました。

編むというより、結んでいく方法で参加してくれた小学生もステキなコースターが出来ました！

願いが叶いますように…！

むすぶコツを

すぐに覚えたよ！

あと少しで完成！


