
 熱源 川越 宗一

・

ツナグ 想い人の心得

・

　　　　　　　猫君 畠中 恵

・

・ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー

宮部 みゆき黒武御神火御殿

背高泡立草 古川 真人

人面瘡探偵 中山 七里

ブレイディみかこ

・　　　　　　　イマジン? 有川 ひろ

大名倒産　（上・下） 浅田 次郎

・

・騒がしい楽園 中山 七里

・　　　　　　　亡くなった人と話しませんか サトミ

・老人初心者の覚悟 阿川 佐和子

・平場の月 朝倉 かすみ

・ 小川 糸

・

・ 辻村 深月

・

清明 今野 敏

ライオンのおやつ

・

・

　　　　　　　酒合戦 佐伯 泰英
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2020年3月1日

くらしの中に図書館を！

人気のある本

おおきく、おおきく、おおきくなあれ。どうぶ

つのあかちゃんあつまれ～！

おおきくなったらなんになる？ちいさいときの

はなしをしながらよんでみませんか？

特設コーナー

特 集

児 童 特 集

「よく読まれました 2019」

「あかちゃんといっしょ」

今年度もたくさんの本が読まれました。この一年間で

図書館にあるどの本が、どんなジャンルの本が、利用

が多かったのかを図書館独自の機能でうちだしてみま

した。うっかり読み逃してしまったあんな本やこんな本に

出会えるチャンスです。

ＮＥＷ

＜小説・エッセイ・紀行・ノンフィクション＞

・地面師たち 新庄 耕∥著 集英社

・これでもいいのだ ジェーン スー∥著 中央公論新社

・梶井基次郎「檸檬」のルーツ 河野 龍也∥編 武蔵野書院

・インタビューズ 堂場 瞬一∥著 河出書房新社

・流浪の月 凪良 ゆう∥著 東京創元社

・アッサム・ティーと熱気球の悪夢

ローラ チャイルズ∥著 原書房

・紙鑑定士の事件ファイル 歌田 年∥著 宝島社

・月の落とし子 穂波 了∥著 早川書房

・少女だった私に起きた、電車のなかでのすべてについて

佐々木 くみ∥著 エマニュエル アルノー∥著 イースト・プレス

・平蔵の母 逢坂 剛∥著 文藝春秋

・鐘を鳴らす子供たち 古内 一絵∥作 小峰書店

・鳳凰の船 浮穴 みみ∥著 双葉社

＜暮らしのほん＞

・世界一美味しい手抜きごはん

はらぺこグリズリー∥著 KADOKAWA

・炊飯器レシピ 星野 奈々子∥著 枻出版社

・六甲かもめ食堂野菜が美味しい季節の献立

船橋 律子∥著 誠文堂新光社

・作りおき&レンチンで簡単!糖質オフのやせる!ラクうま弁当350 決定版! 

江部 康二∥著 新谷 友里江∥料理 ナツメ社

・村上祥子のシニア料理教室 女子栄養大学出版部

ＮＥＷ

＜なんだか気になるほん＞

・退職代行マニュアル 桐畑 昴∥著 扶桑社

・いのちを刻む 木下 晋∥著 藤原書店

・舌を抜かれる女たち メアリー ビアード∥著 晶文社

・女性の死に方 西尾 元∥著 双葉社

・音楽家の食卓 野田 浩資∥著 誠文堂新光社

・老いのトリセツ 石川 恭三∥著 河出書房新社

・居るのはつらいよ 東畑 開人∥著 医学書院

・オリンピック競技おもしろ大全 雑学総研∥著 KADOKAWA

・図説デザートの歴史 ジェリ クィンジオ∥著 原書房

・身のまわりのありとあらゆるものを化学式で書いてみた

山口 悟∥著 ベレ出版

・歴史を変えた10の薬 トーマス ヘイガー∥著 すばる舎

・わかる!選べる!使える!画材BOOK 磯野 キャビア∥著 玄光社

・マトリ 瀬戸 晴海∥著 新潮社

３月は別れの季節～

友人へ、先生へ、同僚へ…。感謝の気持ちや思いを

文字に託してみませんか？

『たった3行!心を添える一筆せん。』 現代書林

『短くてもきちんと伝わる手紙・はがき・一筆箋』日本文芸社

『そえぶみ箋の使い方』 実務教育出版

『１分で心をつかむ魔法の一筆箋』 ＰＨＰ研究所

貸出中のものは

予約もできます。

ＮＥＷ

ＮＥＷ
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【展示】⇒23 24

月曜開館

1817

土日 月 火 水 木 金

13108 9

6 71 2 3

11

3/25⇒4/7
「等覚寺写真展」

館内整理日

休館日

2120

31
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29

1916

30

25

4 5

（春分の日）

12

26 27 28
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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（1月21日～2月20日受付分）

青山信夫 NPO法人障害者より良い暮らしネット 福岡県庁

松本清張記念館 行橋市歴史資料館

他２名（匿名希望）

今月の上映会は

中止になりました。

４月の案内をお待ちください。

2/8（土）

苅田町小中学生読書リー

ダー活動報告＆閉講式があ

りました。最近は発表もパ

ワーポイントを使う学校が

多くなりましたね。ビブリ

オバトルや読書レースなど

学校によって様々な読書の

取り組みがあり、勉強にな

りました。

３月はいつもなんだか落ち着かない。今年は特に４月から雇用形態が変わる。色々あっ

ても、その職を選んだのは自分。岐路に立つ人に問うてほしい。イチローが若い人に向け

て言った「自分一人で頑張らないといけないときに頑張ることは、すごく力がいるし、難

しいことなんだよね。常に自分に自分はどうなんだということを問う、そんな人間であっ

てほしい、大人になってほしいなと思います」と。今年の目標は「健康第一」。（F）

連日、新型肺炎のニュースが飛び交っていますように、当

図書館でも予防の緊急措置として、図書館主催のイベント、

講座、おはなし会を中止もしくは延期とします。詳しくは苅

田町ホームページ、図書館ホームページをご覧ください。

期間：令和２年２月２２日（土）～３月３１日（火）

※対象期間については暫定的な決定で、今後の状況で変更さ

れる場合があります。

◆特定参加者による小規模の会合については、主催者の自主

判断としますが、開催の場合の感染予防についての参加者へ

の周知・告知は充分に行ってください。

◆展示コーナーでの展示企画については、変更の必要はあり

ません。

３月７日（土）美夜古読書会 【中止】

３月10日（火）市民催事運営委員会 【中止】

３月11日（水）不登校を語る親の会 【中止】

３月14日（土）・15日（日）小さないけばな展と音楽演奏

【中止】

３月14日（土）メリクリズコンサート 【中止】

３月14日（土）読書のすすめ実行委員会 【延期】

３月18日（水）図書館シネマ『次郎長三国志』 【中止】

３月29日（日）等覚寺ＤＶＤ完成・受賞お披露目会【延期】

２〜３月 各おはなし会 【中止】

2/16（日）

図書館deハンドメ

イド。今回はロ

ゼット作り！自分

だけのオリジナル

ロゼットが出来上

がりましたね！

It's so cute！

【苅田町立図書館 臨時休館のお知らせ】

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和２年２月２９日(土)〜３月２０日（祝・金）の間、苅田町

立図書館及び西部分室は臨時休館となります。

ご迷惑をおかけしますが、御理解のほどよろしくお願いします。


