
・下町ロケット [4] 池井戸 潤

・沈黙のパレード 東野 圭吾

・ビブリア古書堂の事件手帖 三上 延

・すぐ死ぬんだから 内館 牧子

・フーガはユーガ 伊坂 幸太郎

・未来 湊 かなえ

・木枯らしの 佐伯 泰英

・大家さんと僕 矢部 太郎

・野の春　（流転の海　第9部） 宮本 輝

・スマホを落としただけなのに 志駕 晃

・億男 川村　元気

・ラストライン 堂場 瞬一

・愛なき世界 三浦 しをん

・死ぬこと以外かすり傷 箕輪 厚介

・かがみの孤城 辻村　深月

・かみさまは小学5年生 すみれ

第 339 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

2018年12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＞

・血の雫 相場 英雄∥著 新潮社

・ラストレター 岩井 俊二∥著 文藝春秋

・家康 2 安部 龍太郎∥著 幻冬舎

・チンギス紀 3 北方 謙三∥著 集英社

・ヌルラン 辛酸 なめ子∥著 太田出版

・ウェディングプランナー 五十嵐 貴久∥著 祥伝社

・白の王 廣嶋 玲子∥著 東京創元社

・となりの脳世界 村田 沙耶香∥著 朝日新聞出版

・だめなら逃げてみる 小池 一夫∥著 ポプラ社

・最終標的 笹本 稜平∥著 徳間書店

・叙述トリック短編集 似鳥 鶏∥著 講談社

・人生の十か条 辻 仁成∥著 中央公論新社

人気のある本

まいとし、クリスマスにまつわるえほんがでています。み

んなはどんなおはなしがすきかしら？

としょかんでは、クリスマスのえほんをたくさんよういし

て、みんながくるのをまっていますよ～。

特設コーナー

特 集

児 童 特 集

「年末おたすけ隊」

「クリスマスがやってくる！」

日ごろ、なかなかできないところの掃除や、おせち作り、

年賀状など、年末の大仕事をサポートする本を大特集しま

す。

ちょっとした知恵で楽に楽しく年越ししましょう！！

＜なんだか気になるほん＞

・古墳のひみつ 古代浪漫探究会∥著 メイツ出版

・日本列島の下では何が起きているのか 中島 淳一∥著 講談社

・世界史を変えた新素材 佐藤 健太郎∥著 新潮社

・だいたい3分でわかる仮想通貨の税金の話

大見 光男∥著 ぱる出版

・オレは絶対にワタシじゃない 遠藤 まめた∥著 星雲社

・適応障害のことがよくわかる本 貝谷 久宣∥監修 講談社

・風に戦いで 桂 文枝∥著 ワニブックス

・ウイルスは悪者か 高田 礼人∥著 亜紀書房

・辺境メシ 高野 秀行∥著 文藝春秋

・山小屋の灯 小林 百合子∥文 山と溪谷社

・運命 文在寅自伝 文 在寅∥著 岩波書店

・無限の宇宙 ホーキング博士とわたしの旅

ジェーン ホーキング∥著 静山社

＜暮らしのほん＞

・てんきち母ちゃんのゆる糖質オフのやせる献立

井上 かなえ∥著 扶桑社

・人気の巾着バッグ ブティック社

・ふわふわマフィンとくるくるスコーン

今井 ようこ∥著 主婦と生活社

・ベルンド・ケストラーのニット帽 世界文化社

・アフロえみ子の四季の食卓 稲垣 えみ子∥著 マガジンハウス

and more...

貸出中のものは

予約もできます。

＜西部公民館図書室の開館時間変更のおしらせ＞

いつも利用いただいています西部公民館図書室の開館時

間を、試験的に変更して運営いたします。

期間：12月1日（土）～2019年3月30日（土）

開館時間：9時30分～13時

14時～17時30分



 

土

年末年始の休館 年末年始の休館

館内整理日祝日開館

冬休み図書館シネマ

振替休日開館 年末年始の休館

年末年始の休館（12/27～1/5）
30 31

休館日

日 月 火 水 木 金

11/20⇒12/9
人権週間作品展

742 3

12/14⇒12/26
苅田小学校

学習発表展示
「自動車の本」

1

5 6

はらぺこあおむしの
おはなし会

8

14 15【展示】⇒

21 22

13
おはなしハンプティの
あかちゃんおはなし会

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

図書館する？！
ミーティング

ディロン～クリスマスの約束

図書館シネマ

19：00～20：30

28

にじいろスマイル
クリスマスおはなし会

年末年始の休館

27
休館日

26 29

20冊貸出（～26日）

19 20

23 24 25

休館日

16
休館日

9 10 11

17 18

12

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（10月21日～11月20日受付分）

メイツ出版

講談社

ぱる出版

講談社

榎 貞夫 楠根 英司 藤本 順子 大村 隆 筑前琵琶旭会

国立国会図書館関西館 KOSMOS国際口腔健康科学研究センター ㈱シティ情報ふくおか ㈱学研プラス

予約もできます。

「はじまりの歌」 （73分）

出演：松本 潤／榮倉 奈々

日時：23日（日・祝）

14：00～

場所：図書館ＡＶホール

Ｊａｓｏｎ’ｓストーリータイム 今月はお休みです

はらぺこあおむしのおはなし会 １４：００から
図書館員のおはなしタイム １４：３０から

おはなしハンプティのあかちゃんおはなし会 １１：００から
おはなしハンプティのむかしばなし １４：３０から

にじいろスマイル １１：００から

★12月22日（土）11：00～ ＠ＡＶホール

クリスマスにちなんだおはなしや、絵本

の読みきかせ、わらべうたなど。

★おすすめの本の紹介もありますよ。

にじいろスマイルさんと、たのしいひと

ときをすごしませんか。

キャッキエラさんが公開練習をします。

マンドリンの生演奏にちょっと耳を傾

けてみませんか？

12月16日（日）16：00ごろからＡＶ

ホールでおこないます。

興味のある方はぜひ、どうぞ♪

おさそい～♪

11/1～4、今年も多くの方の参加が

ありました。おはなし会や高校生の

吹奏楽演奏、パンまつりなど、晴天

の元、スペシャルな時間がすごせま

した。ありがとうございました！


