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第 375 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

2021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

特 集

児 童 特 集

＜小説・エッセイ・紀行・ノンフィクション＞

・ルパンの絆 横関 大∥著 講談社

・星新一の思想 浅羽 通明∥著 筑摩書房

・線量計と奥の細道 ドリアン助川∥著 集英社

・あの春がゆき この夏がきて 乙川 優三郎∥著 徳間書店

・戦神の裔(すえ) 矢野 隆∥著 中央公論新社

・定形外郵便 堀江 敏幸∥著 新潮社

・輝山 澤田 瞳子∥著 徳間書店

・倒産続きの彼女 新川 帆立∥著 宝島社

・久遠の島 乾石 智子∥著 東京創元社

・万葉と沙羅 中江 有里∥著 文藝春秋

・就活ザムライの大誤算 安藤 祐介∥著 光文社

・王将・坂田三吉 織田 作之助∥ほか著 中央公論新社

・いちばん探しの世界旅 吉田 友和∥著 産業編集センター

・翔平選手と翔平ちゃん 川崎 静葉∥著 光文社

・らんたん 柚木 麻子∥著 小学館

・胃が合うふたり 千早 茜∥著 新井 見枝香∥著 新潮社

＜暮らしのほん＞

・免疫力を高める塩レシピ 青山 志穂∥著 あさ出版

・「ストウブ」で、パン 堀田 誠∥著 河出書房新社

・白崎茶会の発酵定食 白崎 裕子∥著 マガジンハウス

・大切なこと 内田 彩仍∥著 PHP研究所

・かぎ針で編むクリスマス雑貨 日本ヴォーグ社

・発酵来福レシピ おの みさ∥著 山と溪谷社

・ワタナベマキの台湾食堂 KADOKAWA

＜なんだか気になるほん＞

・精神科医Tomyが教える1秒で元気が湧き出る言葉

精神科医Tomy∥著 ダイヤモンド社

・行った気になれる!妄想韓国ドラマ旅

鈴木 ちひろ∥著 主婦の友社

・頭山満 嵯峨 隆∥著 筑摩書房

・船体解剖図 中村辰美∥イラスト 文 イカロス出版

・WHY TIME FLIES アラン バーディック∥著 東洋館出版社

・ポップス歌手の耐えられない軽さ 桑田 佳祐∥著 文藝春秋

・戦争とバスタオル 安田 浩一∥文 亜紀書房

・事件でなければ動けません 古野 まほろ∥著 幻冬舎

・立花隆の最終講義 立花 隆∥著 文藝春秋

・南北朝時代 会田 大輔∥著 中央公論新社

・世界の美しい動物園と水族館 パイインターナショナル

・噴火した! 荒牧 重雄∥著 東京大学出版会

・歌うキノコ 盛口 満∥著 八坂書房

・うんち学入門 増田 隆一∥著 講談社

・図説人新世 ギスリ パルソン∥著 東京書籍

・魂を撮ろう 石井 妙子∥著 文藝春秋

・にっぽん全国おみやげおやつ 甲斐 みのり∥著 白泉社

・KUSAMA エリーザ マチェッラーリ∥作 花伝社

ＮＥＷ

年末の大仕事をサポートする本を大特集！

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！」

＜新型コロナウイルスに関する本＞

・コロナワクチン3回目打ちますか? 志賀 貢∥著 幻冬舎

・コロナ後の世界 内田 樹∥著 文藝春秋

・ひとりも、死なせへん 長尾 和宏∥著 ブックマン社

・コロナ・アンビバレンスの憂鬱 斎藤 環∥著 晶文社

・コロナのウソとワクチンの真実

近藤 誠∥著 和田 秀樹∥著 ビジネス社

ＮＥＷ

貸出中の本は、

ネットからも予約

できます。

ＮＥＷ

ことしもクリスマスのきせつがやって

きました。クリスマスえほんがたくさん

でていますよ！としょかんでは、いろ

いろなクリスマスえほんをとりそろえて、

みんながくるのをまってるよ！

ＮＥＷ
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土日 月 火 水 木 金

1075 6

3 42

98

Ｊａｓｏｎ’ｓ
ストーリータイム

本館は19：00まで
開館しています

館内整理日

（11：00～）

16
おはなしハンプティの

むかしばなし

18

22
本館は19：00まで
開館しています

21

休館日

13

休館日

28

17【展示】⇒

27

14 15

休館日

12/14⇒12/19
「絵画展」

（北公民館絵画自主
クラブ）

本館は19：00まで
開館しています

19

休館日

12

本館は19：00まで
開館しています

本館は19：00まで
開館しています

（11：00～）

（14：00～）

1

20冊貸出スタート
（12/26まで）⇒

にじいろスマイルの
おはなし会

はらぺこあおむしの
おはなし会

本館は19：00まで
開館しています

本館は19：00まで
開館しています

24 25
（14：30～）

図書館シネマ
図書館員の

おはなしタイム

11

20 23

29 30 31

（14：30～）

休館日 休館日 休館日

（14：00～）

本館は19：00まで
開館しています

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（10月21日～11月20日受付分）

弦本卓也 西尾晶子 藤井厚志 一般社団法人家の光協会

他２名（匿名希望）

毎年12月になると湧きあがってくるこの想い、今年も来ました。『もう12月

かぁ、一年って本当にあっという間だなぁ…。』新型コロナウイルスの流行に翻

弄された一年でしたが、それでも今、私は健康であることに心からの感謝を捧げ

ます。そして、来年はあんなことするぞ！こんなとこに行くぞ！と、一年を締め

くくる年末準備もそこそこに、決意だけは新たにするのでした。皆さま、どうぞ

よいお年をお迎えください。

来年も苅田町立図書館をどうぞよろしくお願い申し上げます。（みま）

【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

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。

◆12月5日（日） 14：00～

「不滅の恋 ベートーヴェン」（120分）

監督：バーナード・ローズ

出演：ゲイリー・オールドマン

ジェローン・クラッベ/ほか

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

サインイン！

【ご利用ください！

電子図書サービス】

＜年末年始休館にともなう

20冊貸出のおしらせ＞

12月27日（月）～1月5日（水）は年末年

始の休館です。それに伴い12月14日（火）

～12月26日（日）は通常、本と雑誌あわせ

て10冊までのところ、20冊まで貸出ができ

ます。ＡＶ資料はあわせて3点までです。

どうぞご利用ください。

年末年始の休館

12/27（月）～1/5（水）

11/2（火）～7（日）

第25回 秋の読書週間まつりを開

催しました。秋空の元、多くの方

の来館、久しぶりに賑々しく楽し

いひとときでした。皆様の協力に

より、無事終わることができまし

た。ありがとうございました。

キャッキエラマンドリンアンサ

ンブルの、繊細にして力強い弦の

音色に感動し、おはなしハンプ

ティのおはなし会では、子どもた

ちだけでなく大人もお話にひき込

まれました。ブックリサイクルや、

「私の主張」に参加いただいた皆

さまも、新型コロナ感染予防に協

力いただき、ありがとうございま

した。


