
　　おいしいごはんが食べられますように

　　　　老害の人

・　　　　セピア色の回想録 赤川 次郎

・その本は 又吉 直樹

・　　　　ある男 平野 啓一郎

・　　　　特殊清掃人 中山 七里

噓つきジェンガ 辻村 深月

・

・

・

・

・

・

・

・

内館 牧子

知念 実希人　　　　機械仕掛けの太陽

窪 美澄夜に星を放つ

佐伯 泰英名乗らじ

佐伯 泰英　　　　一人二役

相沢 沙呼　　　　Invert 1

逢坂 冬馬　　　同志少女よ、敵を撃て

高瀬 隼子

・　　　宙ごはん 町田 そのこ

・

・ハヤブサ消防団 池井戸 潤

・マスカレード・ゲーム 東野 圭吾

・ マスカレード・ゲーム 東野 圭吾

・

（11：00～）

同志少女よ、敵を撃て 逢坂 冬馬

・

31
休館日 館内整理日 年末年始休館 年末年始休館 年末年始休館 年末年始休館

25 26 27 28 29 30
ゆめたいむクリスマス
おはなし会スペシャル

キャッキエラ
クリスマスミニコンサート

（14：00～） （15：00～）

図書館シネマ 休館日 プリザーブドフラワーde
クリスマスアレンジ

電子図書サービス
使い方講座

休館日
おはなしハンプティの

むかしばなし

（14：30～）

22 夜間開館19：00まで

（本館のみ） 23 夜間開館19：00まで

（本館のみ） 2418 19 20 21

20冊貸出スタート
（12/25まで）⇒

15 夜間開館19：00まで

（本館のみ） 16 夜間開館19：00まで

（本館のみ） 17
（14：30～）

11 12 13 14

10
休館日

図書館員の
おはなしタイム

4 5 6 7 8 夜間開館19：00まで

（本館のみ） 9 夜間開館19：00まで

（本館のみ）

土

1 夜間開館19：00まで

（本館のみ） 2 夜間開館19：00まで

（本館のみ） 3

（14：00～）

日 月 火 水 木 金

Ｊａｓｏｎ’ｓ
ストーリータイム

12/1⇒12/14
人権作品の展示

（苅田町住民課

人権男女共同参画室）

12/15⇒12/18
「２人展」

12/20⇒12/25
「本の紹介カード」
南原小学校・与原小学校

はらぺこあおむしの
おはなし会

（11：00～）

夜に星を放つ 窪 美澄

・ コンビニ兄弟２ 町田 そのこ

・ ハヤブサ消防団 池井戸 潤

・ 宙ごはん 町田 そのこ

和田 秀樹

・ ジェイソン流お金の増やし方 厚切りジェイソン

・ 星を掬う 町田 そのこ

・ 奇跡 林 真理子

・ 80歳の壁

垣谷 美雨

・ 李王家の縁談 林 真理子

・ もう別れてもいいですか

第 387 号

〒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

2022年12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

今年も残りわずか。

大掃除や年賀状、クリスマスに、おせちの準備…。やることがいっ

ぱい！

そこで、何かと忙しいこの時期に役立つ本を集めてみました。

ちょっとした知恵で楽に楽しく年越ししましょう！！

「年末おたすけ隊」

「クリスマスがやってくる！」

貸出中の本は、ネットからも予約できます。

【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

ことしもクリスマスのきせつがやってきました。わくわくドキドキし

ますね！

定番から新作までクリスマスにまつわるえほんがたくさんあります。

お気に入りの一冊が見つかるといいな♪

＜なんだか気になるほん＞

・世界を一枚の紙の上に 大田 暁雄∥著 オーム社

・すごろく読書術 原 麻衣子∥著 同文舘出版

・老年の読書 前田 速夫∥著 新潮社

・「静かな人」の戦略書 ジル・チャン∥著 ダイヤモンド社

・兄弟姉妹の心理学 根本 裕幸∥著 WAVE出版

・「知らんがな」の心のつくり方 中島 輝∥著 KADOKAWA

・瀬戸内寂聴ほほえみがたり 瀬戸内 寂聴∥著 朝日新聞出版

・エリザベス女王 日経ナショナルジオグラフィック

・ここに住みたい 堀内 誠一∥著 中央公論新社

・1冊目に読みたいDXの教科書 荒瀬 光宏∥著 SBクリエイティブ

・ケーキの切れない非行少年たちのカルテ 宮口 幸治∥著 新潮社

・身の回りにあるノーベル賞がよくわかる本 かきもち∥著 翔泳社

・「足がよくつる」人のお助けBOOK 出沢 明∥著 主婦の友社

・間取り図大好き！ 間取り図ナイト∥編 扶桑社

・図書館司書32人が選んだ犬の本棚 高野 一枝∥編著 郵研社

・名画の中で働く人々 中野 京子∥著 集英社

・ベルサイユのばらアニバーサリーブック 池田 理代子∥著 集英社

・平尾誠二さんのこと 藪木 宏之∥著 講談社

＜暮らしのほん＞

・筋肉と美容のミカタたんぱく質大全 河谷 彰子∥監修 成美堂出版

・この人と、一緒にいるって決めたなら タサン志麻∥著 日経BP

・70歳からのおしゃれ生活 中山 庸子∥著 さくら舎

・楽しくなる着付け100のコツ すなお∥著 KADOKAWA

・ディズニーツムツム<ツイステ>フェルトマスコット

佐々木 公子∥著 ブティック社

・最高の髪型解剖図鑑 篠原 龍∥著 エクスナレッジ

・有元葉子の冷凍術 有元 葉子∥著 筑摩書房

・捨てない未来 枝元 なほみ∥著 朝日新聞出版

・みその本 飛田 和緒∥著 KADOKAWA

・作りおきヴィーガン 庄司 いずみ∥著 主婦の友社

・ワタナベマキのいまどき乾物料理 ワタナベ マキ∥著 NHK出版

・さつまいものお菓子 若山 曜子∥著 家の光協会

・手網でかんたんコーヒー焙煎 岩田 知也∥著 淡交社

・箸置きの世界 串岡 慶子∥著 平凡社

＜なんだか気になる本 forキッズ＞

◇えほん◇

・ドタバタ・クリスマス スティーヴン・クロール∥作 好学社

・ようかいむらのうきうきクリスマス たかい よしかず∥作・絵 国土社

・スノーマン マイケル・モーパーゴ∥作 評論社

◇よみもの◇

・化け之島初恋さがし三つ巴１ 石川 宏千花∥著 講談社

・おばけたまごはチョーきけん！ むらい かよ∥著 ポプラ社

・マスク越しのおはよう 山本 悦子∥著 講談社

◇ぶんるい◇

・宇宙兄弟といっしょに学ぶ宇宙図鑑 講談社∥編 講談社

・トンネルのサバイバル パク・ソンイ∥文 朝日新聞出版

＜小説・エッセイ・紀行・ノンフィクション＞

・1と0と加藤シゲアキ 加藤 シゲアキ∥文・編 KADOKAWA

・わたしの金子みすゞ ちば てつや∥著 筑摩書房

・無人島のふたり 山本 文緒∥著 新潮社

・ウクライナから来た少女ズラータ、16歳の日記

ズラータ・イヴァシコワ∥文・絵 世界文化ブックス

・闇の覚醒 ナオミ・ノヴィク∥著 静山社

・アンネの日記 小川 洋子∥著 NHK出版

・赤ずきん、ピノキオ拾って死体と出会う。 青柳 碧人∥著 双葉社

・剣神 炎を斬る 岩室 忍∥著 中央公論新社

・老害の人 内館 牧子∥著 講談社

・イコトラベリング1948- 角野 栄子∥著 KADOKAWA

・よくがんばりました。 喜多川 泰∥著 サンマーク出版

・川のほとりに立つ者は 寺地 はるな∥著 双葉社

・徳川家康 鷲尾 雨工∥著 作品社

・老人ホテル 原田 ひ香∥著 光文社

・湊かなえのことば結び 湊 かなえ∥著 角川春樹事務所

12月18日（日） 14：00～ 「「ディロン～クリスマスの約束」 （74分）

演出：岡崎 栄 出演：樋口 可南子 、大杉 漣 ほか

西部公民館図書室特集 「みんなでたのしいクリスマス」

冬の行事といえば、なんといってもクリスマス！

子どもも大人もワクワクしますね。

そこでクリスマスの飾り付けやパーティー料理に関する本、クリス

マスプレゼントの手づくりグッズの本を集めました。

本を読んで、クリスマスムードを盛り上げましょう！

苅田町小中学生読書リーダー養成講座 本の紹介カード展示

★11/22（火）～11/29（火）

苅田小学校、馬場小学校の児童の皆さんが書いてくれました。

次回の展示は12/20（火）～12/25（日）まで。

南原小学校、与原小学校です。おたのしみに♪

＜年末年始休館および20冊貸出のお知らせ＞

【20冊貸出期間】12/13（火）～12/25（日）
年末年始の休館に伴い、通常、本と雑誌合わせて10冊のところ20冊まで貸出をします。（AV資料は3点まで）

※休館中の返却は本館、西部公民館、北公民館、小波瀬コミュニティーセンターにある「本のポスト」をご利用ください。

※ＡＶ資料、他館貸出資料は2023年1月6日（金）以降に返却カウンターへお持ちください。

【年末年始休館期間】12/26（月）～2022年1/5（木）※休館日、館内整理日を含む

2022年予約ベスト


