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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＞

・R.I.P. 安らかに眠れ 久坂部 羊∥著 講談社

・倉橋惣三物語 倉橋 燿子、倉橋 麻生∥著 講談社

・山亭ミアキス 古内 一絵∥著 KADOKAWA

・博多さっぱそうらん記 三崎 亜記∥著 KADOKAWA 

・生を祝う 李 琴峰∥著 朝日新聞出版

・ひとまず上出来 ジェーン スー∥著 文藝春秋

・女性失格 小手鞠 るい∥著 文藝春秋

・同志少女よ、敵を撃て 逢坂 冬馬∥著 早川書房

・答えは風のなか 重松 清∥著 朝日出版社

・小説岩波書店取材日記 中野 慶∥著 かもがわ出版

・日向を掬う 朝倉 宏景∥著 双葉社

・アスベストス 佐伯 一麦∥著 文藝春秋

・警告（上・下） マイクル コナリー∥著 講談社

・氷柱の声 くどう れいん∥著 講談社

・丘の上の賢人 原田 マハ∥著 集英社

・7.5グラムの奇跡 砥上 裕將∥著 講談社

＜暮らしのほん＞

・体にいい煮込みおかず 齋藤 菜々子∥著 ワン・パブリッシング

・夫婦と家計にやさしい♡ゆるうま200円ごはん

ちびーず∥著 KADOKAWA

・免疫力が上がる2品献立 浜内 千波∥著 主婦と生活社

・おうち韓食(ハンシク) 重信 初江∥著 主婦の友社

・季節やシーンを楽しむ日々のうつわ使い

はるやま ひろたか∥著 翔泳社

・オートミール朝ごはんレシピ SDP

＜なんだか気になるほん＞

・言語が消滅する前に 國分 功一郎∥ほか著 幻冬舎

・庶民の日本史 小名木 善行∥著 グッドブックス

・職場のトリセツ 黒川 伊保子∥著 時事通信社

・ハラスメント言いかえ事典 山藤 祐子∥監修 朝日新聞出版

・超速でわかる!宇宙ビジネス 片山 俊大∥著 すばる舎

・ヤクザ・チルドレン 石井 光太∥著 大洋図書

・ローカルおやつの本 グラフィック社

・解きたくなる数学 佐藤 雅彦∥ほか著 岩波書店

・ヤマザキマリの人生談義 ヤマザキ マリ∥著 毎日新聞出版

・ひとりほぐし 崎田 ミナ∥著 日経BPマーケティング

・立花隆 長崎を語る 立花 隆∥著 長崎文献社

・ニュージーランド アーダーン首相

マデリン チャップマン∥著 集英社

・アカンヒトズカン 野々村 友紀子∥著 学研プラス

・ジオラマテクニックバイブル 瀬川 たかし∥著 成美堂出版

・食べる経済学 下川 哲∥著 大和書房

・左遷社長の逆襲 酒巻 久∥著 朝日新聞出版

・父がひとりで死んでいた 如月 サラ∥著 日経BPマーケティング

・カニムシ 佐藤 英文∥著 築地書館

・大谷翔平～偉業への軌跡～ 斎藤 庸裕∥著 あさ出版

ＮＥＷ

本の世界には、多くの大賞があります。中でも芥川賞、直木賞、

本屋大賞など、世間でよく知られるものから、このミスがすごい

など、ジャンルをしぼった大賞まで幅広くあります。

今月は、小説にしぼって、様々な大賞に輝いた作品を過去10

年ほど遡って集めてみました。

「〇〇賞、獲ったどー！」

「わたし ネコ」

＜新型コロナウイルスに関する本＞

・THE FORWARD  Vol.1 実業之日本社

・ぼくらの感染症サバイバル 香西 豊子∥監修 いろは出版

・最終列車 原 武史∥著 講談社

・東京ルポルタージュ 石戸 諭∥著 毎日新聞出版

・新型コロナとまちづくり 足立 基浩∥著 晃洋書房

・保健所の「コロナ戦記」TOKYO2020-2021

関 なおみ∥著 光文社

ＮＥＷ

貸出中の本は、

ネットからも予約

できます。

ＮＥＷ

2022年2月22日！にゃんともにゃんがぞろ目です！

にゃんとことしは、スーパーでスペシャルな猫の日になりそ

うです♪(=^・^=)ねこの絵本をあつめてみました。
ＮＥＷ
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受賞おめでとうございます！

図書館は2/21（月）

まで臨時休館します。
福岡県にまん延防止等重点措置が適用されました。感染の急拡

大を防ぐため、図書館は2月21日（月）まで臨時休館となりまし

た。休館中に利用できるサービスは「電子図書の貸出」のみです。

ご不便をおかけして申し訳ございません。

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（12月21日～1月20日受付分）

梅崎晶子 尾形忍 萩原覚 糒直美 先端加速器科学技術推進協議会

他1名（匿名希望）

2月4日から開催される冬季オリンピック北京大会。

今回も日本人選手の活躍が楽しみですよね♪

日本と北京の時差は1時間。見逃せない試合もリア

ルタイムで見れちゃうのが嬉しい☆がんばれ！日本！！

(猛虎🐩)

祝・芥川賞

祝・直木賞

【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

開館の際は、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。

今月は中止に

なりました。

祝・直木賞

第166回 芥川賞・直木賞

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、サイトへ。

IDはとしょかん利用券の番号

パスワードは初めての場合、

西暦の生年月日でサインインしてください。

【ご利用ください！電子図書サービス】
今村 翔吾 『塞王の楯』

米澤 穂信 『黒牢城』

砂川 文次

『ブラックボックス』

【ブックリサイクルin西部公民館】

日時：2/28（月）・3/1（火）9：00～12：00

場所：西部公民館ロビー（一人20冊まで）

持参するもの：としょかん利用券（有効期限内のもの）、袋

※有効期限切れの場合は、更新の手続きが必要です。

マスク、手指消毒、人との距離を保ちつつご参加ください。

◆状況によっては、中止となる場合がございます。

図書館までご確認ください。


