
　　　　　　テスカトリポカ

これでおしまい

・ 東野 圭吾

老いの福袋 樋口 恵子

・

小説8050 林 真理子

新川 帆立・元彼の遺言状

・ 町田 そのこ

・

推し、燃ゆ 宇佐見 りん

辻村 深月

町田 そのこ

湊 かなえ

              琥珀の夏

コンビニ兄弟

52ヘルツのクジラたち

・喰うか喰われるか 溝口 敦

・お探し物は図書室まで 青山 美智子

・　　　　　　　貝に続く場所にて 石沢 麻依

・その扉をたたく音 瀬尾 まいこ

・

白鳥とコウモリ

・

・

・

・

・

・

　　　星落ちて、なお

佐藤 究

篠田 桃紅

ドキュメント

澤田 瞳子
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〒800-0352

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

2021年8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

【芥川賞】 石沢麻依さん 『貝に続く場所にて』（講談社）

李琴峰さん 『彼岸花が咲く島』（文藝春秋）

【直木賞】 佐藤究さん 『テスカトリポカ』（KADOKAWA）

澤田瞳子さん 『星落ちて、なお』（文藝春秋）

おめでとうございます！！

＜小説・エッセイ・紀行・ノンフィクション＞

・姉の島 村田 喜代子∥著 朝日新聞出版

・黒牢城 米澤 穂信∥著 KADOKAWA

・いつも来る女の人 片岡 義男∥著 左右社

・星に祈る あさの あつこ∥著 PHP研究所

・星影さやかに 古内 一絵∥著 文藝春秋

・世阿弥最後の花 藤沢 周∥著 河出書房新社

・まりも日記 真梨 幸子∥著 講談社

・菓子屋横丁月光荘4 ほしお さなえ∥著 角川春樹事務所

・大きなさよなら 吉本 ばなな∥著 幻冬舎

・海神の子 川越 宗一∥著 文藝春秋

・君と歩いた青春 小路 幸也∥著 中央公論新社

・ブレイクニュース 薬丸 岳∥著 集英社

・神よ憐れみたまえ 小池 真理子∥著 新潮社

・ショローの女 伊藤 比呂美∥著 中央公論新社

・新・人間関係のルール 辛酸 なめ子∥著 光文社

＜暮らしのほん＞

・野菜の花写真館 植松 國雄∥著 敬文舎

・おしゃれに飾るベランダ菜園 原 由紀子∥監修 ブティック社

・「サラリーマン女子」、定年後に備える。

大江 加代∥著 日経BP

・食べる投資 満尾 正∥監修 アチーブメント出版

・ひとりぶんのレンチンスパイスカレー

印度カリー子∥著 山と溪谷社

・はじめまして韓国カフェスイーツ 福本 美樹∥著 家の光協会

＜なんだか気になるほん＞

・産業遺産 黒沢 永紀∥ほか著 昭文社

・ようこそ地獄、奇妙な地獄 星 瑞穂∥著 朝日新聞出版

・億万長者だけが知っている教養としての数学

ヒュー・バーカー∥著 ダイヤモンド社

・ものの見方が変わるシン・読書術

渡邊 康弘∥著 サンマーク出版

・バイアスとは何か 藤田 政博∥著 筑摩書房

・香港危機の700日全記録 益満 雄一郎∥著 筑摩書房

・入浴は究極の疲労回復術 早坂 信哉∥著 山と溪谷社

・理系の「なぜ?」がわかる本 小谷 太郎∥著 青春出版社

・古くて素敵なクラシック・レコードたち

村上 春樹∥著 文藝春秋

・ツレヅレハナコのお取り寄せ ツレヅレハナコ∥著 立東舎

・沖縄戦の戦争遺品 豊里 友行∥著 新日本出版社

・夏井いつきの俳句道場 夏井 いつき∥著 NHK出版

・ 探究する精神 大栗 博司∥著 幻冬舎

・同調圧力の正体 太田 肇∥著 PHP研究所

・年輪で読む世界史 バレリー トロエ∥著 築地書館

・フジテレビプロデューサー血風録 太田 英昭∥著 幻冬舎

・蝸牛登山画帖 やまと けいこ∥著 山と溪谷社

・闇の盾 寺尾 文孝∥著 講談社

コロナ禍のせいでしょうか、著名人の死去も、どこかひっそ

りと報じられるようになりました。テレビでみていたあの人、

有名な絵本作家や漫画家。かつての面影を偲びながらおと

むらいです。昨年から今年にかけて亡くなった著名人の本を

集めました。

「夢でも会いたい あの人」

「2021 夏・おすすめの本」

＜新型コロナウイルスに関する本＞

・パンデミックの世紀 マーク・ホニグスバウム∥著 NHK出版

・報道記録新型コロナウイルス感染症

読売新聞東京本社調査研究本部∥編 読売新聞

・パンデミック日記 「新潮」編集部∥編 新潮社

ＮＥＷ

貸出中の本は、

ネットからも予約

できます。

ＮＥＷ

ＮＥＷ

芥川賞・直木賞
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プカード、やって
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祝日開館 図書館シネマ

次の方々より図書の寄贈がありました。（敬称は省略させていただきます）

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（6月21日～7月20日受付分）

小正路淑泰

かんだ郷土史研究会

他７名（匿名希望）

館内では、マスク着用、手指の消毒、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。

7月23日から始まった東京オリンピック。日本選手の活躍に心躍りま

す。

金メダルにむけて諦めない姿に感動している方も多いはず。

オリンピックが終わると暑い夏をどう過ごそうか…と考えちゃう。

まったりお家で電子図書サービスを利用してみるのも楽しいかも♪

（猛虎🐩）

苅田町立図書館は、この夏から電子

図書の貸出を始めます。

いつでも楽しめるサービスです。
（詳しくは図書館ホームページをごらんくだ

さい。）

【ご利用いただける方】

苅田町在住・在勤・在学の方

【ご利用できる端末】

スマートフォン・パソコン・タブレット

【ご利用できる冊数・期間】

1冊/7日間（168時間）

※期限が来たら自動返却されます。

貸出中のものには1冊のみ、予約もできます

（その際、メールアドレスを登録してくださ

い）。

【ご注意ください！】

●図書館蔵書の本が電子図書で読めるわけで

はありません。

●「としょかん利用券」が必要です。期限の

切れている方は、図書館にて更新の手続きを

お願いします。

●閲覧は無料ですが、ご利用時の通信料は利

用者負担です。

【開館時間】 9：30～17：30

木・金曜日は9：30～19：00（本館のみ）

西部公民館図書室

9：30～13：00 14：00～17：30

電
子
図
書
、

は
じ
め
ま
し
た
。

＜苅田ウインドアンサンブル

ファミリーコンサートのお誘い＞

8月22日（日） 13：00～ （AVホール）

※新型コロナウイルス感染状況によっては、変更することがあ

ります。参加される際には、図書館までご確認ください。

◆8月8日（日） 14：00～

アニメ「おじゃる丸 マロもだいすき月光町」（100分）

◆8月11日（水） 14：00～

「ＢＡＬＬＡＤ 名もなき恋のうた」（140分）

主演：草なぎ 剛、新垣 結衣

◆8月15日（日） 14：00～

「父と暮らせば」（100分）

主演：宮沢 りえ、原田 芳雄

場所：AVホール 定員：35名

※新型コロナウイルス感染状況によっては、変更することがあ

ります。参加される際には、図書館までご確認ください。

サイトへアクセス！
こちらのQRコードを読み取るか、

https://kanda-library.overdrive.com

を直接入力して、サイトに入ってください。

8/2～


