
・ 東野 圭吾
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たべる生活 群 ようこ

ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人

・自転しながら公転する 山本 文緒

・アンと愛情 坂木 司

・気がつけば、終着駅 佐藤 愛子

・境界線 中山 七里

・

アルルカンと道化師

　　　　　推し、燃ゆ 宇佐見 りん

　　　　　　　　　　心淋し川 西條 奈加

　　　　　　　　　　　JR上野駅公園口 柳 美里

・ 池井戸 潤

オルタネート 加藤 シゲアキ

・

　　　お探し物は図書室まで 青山 美智子

瀬尾 まいこ・夜明けのすべて

・

・

・
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ＦＡＸ 434-9314

2021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

特 集

児 童 特 集

「二月はにげる」と言われているように、あっというまにす

ぎさりますね。こんげつは、「にげる」「おいかける」をテーマ

に絵本をあつめてみました。どんなものがどんなふうになに

からにげているのかな？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＞

・ライト・スタッフ 山口 恵以子∥著 潮出版社

・人生起き上がりこぼし 海老名 香葉子∥著 海竜社

・ミルクマン アンナ バーンズ∥著 河出書房新社

・三島由紀夫 悲劇への欲動 佐藤 秀明∥著 岩波書店

・雪のなまえ 村山 由佳∥著 徳間書店

・ふつうでない時をふつうに生きる

岸本 葉子∥著 中央公論新社

・定年後の作法 林 望∥著 筑摩書房

・アウシュヴィッツの地獄に生きて

ジュディス S.ニューマン∥著 朝日新聞出版

・霧の彼方須賀敦子 若松 英輔∥著 集英社

・だまされ屋さん 星野 智幸∥著 中央公論新社

・遺言未満、 椎名 誠∥著 集英社

・観月 麻生 幾∥著 文藝春秋

・言葉を離れる 横尾 忠則∥著 講談社

・彩(いろ)無き世界のノスタルジア 行成 薫∥著 集英社

＜暮らしのほん＞

・柄で彩る畳縁の小もの 日本ヴォーグ社

・毎日食べたい電子レンジの「もちふわ」パン

だいぼう かおり∥著 PHP研究所

・暮らしも仕事も快適にテレワークのインテリア

パイインターナショナル

・やることの「見える化」で掃除を劇的にラクにする方法

本橋 ひろえ∥著 主婦の友社

＜なんだか気になるほん＞

・小児科医のママが教える大切なウンチの話

工藤 紀子∥著 学事出版

・オオカマキリと同伴出勤 森上 信夫∥著 築地書館

・読売新聞「シングルスタイル」編集長は、独身・ひとり暮らしの

ページをつくっています。 森川 暁子∥編著 中央公論新社

・御朱印でめぐる福岡の神社

『地球の歩き方』編集室∥著 ダイヤモンド社

・ヘンな科学 “イグノーベル賞” 五十嵐 杏南∥著 総合法令出版

・考えごとしたい旅 益田 ミリ∥著 幻冬舎

・0番目の患者 リュック ペリノ∥著 柏書房

・希望の一滴 中村 哲∥著 西日本新聞社

・餅と日本人 安室 知∥著 吉川弘文館

・親も自分もすり減らない!?シングル介護術

さらだ たまこ∥著 WAVE出版

・日本の鉄道365日 櫻田 純∥監修 辰巳出版

・かゆみをなくすための正しい知識

順天堂かゆみ研究センター∥著 毎日新聞出版

書名で目に付くものは色々ありますが、『～大全』とい

うのは、どういうものか興味ありませんか？辞書とも事

典とも違う、ある特定の物事に関する事柄全て集めた

本だと言えます。あなたの目に止まる『大全』があるか

もしれませんね！

「◯◯大全」

「まてまて～」

＜新型コロナウイルスに関する本＞

・新型コロナ自宅療養完全マニュアル

岡田 晴恵∥著 実業之日本社

・感染症時代のマスクの教科書 飯田 裕貴子∥他著 小学館

・絶対にかかりたくない人のためのウイルス入門

ベン マルティノガ∥著 ダイヤモンド社

・日本の外からコロナを語る 下川 裕治∥責任編集 メディアパル

・マスク スペイン風邪をめぐる小説集 菊池 寛∥著 文藝春秋

・パンデミック ピーター ムーア∥著 丸善出版

貸出中のものは

予約もできます。

祝・芥川賞

祝・直木賞

祝・全米図書賞



 

1
休館日

図書館シネマ

（14：00/19：00）

【展示】⇒

2/11⇒2/21
「雑誌スポンサー紹
介パネル展」（図書

館）

4

祝日開館

11 【展示】⇒

18
（建国記念の日）

17

10
休館日

おはなしハンプティの
むかしばなし休館日

24 27
休館日 祝日開館

13

25 26

19 20

（14：30～）

2/2⇒2/7
「新春学童及び会員
展」（苅田書道会）

16

（天皇誕生日）

23

15
図書館員の

おはなしタイム

14

22
（14：30～） （11：00～）

にじいろスマイル

21

土日 月 火 水 木 金

1297 8

5 62 3
はらぺこあおむしの

おはなし会

⇒中止になりました

Ｊａｓｏｎ’ｓ
ストーリータイム

（11：00～）

28
館内整理日

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）

安部郁彦 柴田幸子 村田信昭 渡邉恵美 株式会社オーラルケア さかい歯科医院

他２名（匿名希望)

「に」げたくなるときがある

「が」んばれないときもある

「つ」かれたら やすもうよ

にんげんだもの（みま）

1/6（水）

恒例の「図書館みくじ」と

「図書館福袋」を行いました。

おみくじは当たりが出たら景品

がもらえ、毎年人気！コロナ禍

で神社に行けなかった方にも喜

んでいただけたようです(^^）

◆2月10日（水） 14：00/19：00

「イミテーション・ゲーム

エニグマと天才数学者の秘密」
監督／モルテン・ティルドゥム

出演／ベネディクト・カンバーバッチ

キーラ・ナイトレイ

場所：図書館ＡＶホール

定員：50名

「に」こにこえがお

「が」んばりすぎない

「つ」よさを自分の芯におき

サウイフモノニワタシハナリタイ

（みま）

1/9（土）

苅田ロータリークラブからDVDと

DVDプレーヤーの寄贈があり、この

日、贈呈式を行いました。遠田町

長はじめ、屏会長、関係者の皆様、

大雪で足元の悪い中、お越しいた

だきありがとうございました。

図書館DVDコレクションが増え、多

くの方に楽しんでいただけること

と思います。


