
・

・

石井 妙子

朝井 まかて

・       サイレント・トーキョー 秦 建日子

きたきた捕物帖 宮部 みゆき

・

・気がつけば、終着駅 佐藤 愛子

・

・

ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー ブレイディみかこ

少年と犬

・

・

魔法のてぬきごはん てぬキッチン

・ 池井戸 潤

・

乱癒えず 佐伯 泰英

アルルカンと道化師

       類

坂木 司

・ 馳 星周

               アンと愛情

               青田波 佐伯 泰英

女帝小池百合子

・               たべる生活 群 ようこ

・               江戸染まぬ 青山 文平

・               オルタネート 加藤 シゲアキ

・                滅びの前のシャングリラ 凪良 ゆう
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2020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

ことしもクリスマスのきせつがやってきました。まいとし、ク

リスマスにまつわるえほんがでていますよ！

としょかんではクリスマスえほんをあつめています。いろ

いろなクリスマス本をたのしもう！

＜小説・エッセイ・紀行・ノンフィクション＞

・始まりの木 夏川 草介∥著 小学館

・ベレンとルーシエン J.R.R.トールキン∥著 評論社

・スター 朝井 リョウ∥著 朝日新聞出版

・デルタの羊 塩田 武士∥著 KADOKAWA

・孔丘 宮城谷 昌光∥著 文藝春秋

・この本を盗む者は 深緑 野分∥著 KADOKAWA

・谷根千ミステリ散歩 東川 篤哉∥著 KADOKAWA

・毒親と絶縁する 古谷 経衡∥著 集英社

・命の砦 五十嵐 貴久∥著 祥伝社

・くちばみ 花村 萬月∥著 小学館

・彼女たちの三島由紀夫 中央公論新社∥編 中央公論新社

・戀童夢幻 木下 昌輝∥著 新潮社

・その果てを知らず 眉村 卓∥著 講談社

・湖の女たち 吉田 修一∥著 新潮社

・森の中に埋めた ネレ・ノイハウス∥著 東京創元社

・りん語録 谷村 志穂∥著 集英社

＜暮らしのほん＞

・せっちゃんの保存食 飛田 和緒∥著 KADOKAWA

・多肉植物の水栽培 米原 政一∥著 日本文芸社

・これ一冊ではじめる!庭づくりのためのDIY 

山田 芳照∥著 ナツメ社

・おしゃれでつけ心地がよい決定版・手作り布マスク 主婦の友社

・志麻さん式定番家族ごはん タサン志麻∥著 日経BP

・ジョーさん。のカマンベールチーズ 大和書房

＜なんだか気になるほん＞

・人新世の「資本論」 斎藤 幸平∥著 集英社

・学術書を読む 鈴木 哲也∥著 京都大学学術出版会

・最後のダ・ヴィンチの真実 ベン ルイス∥著 集英社

・山へようこそ 石丸 謙二郎∥著 中央公論新社

・コンピューターは人のように話せるか? 

トレヴァー コックス∥著 白揚社

・認知バイアス 鈴木 宏昭∥著 講談社

・反省記 西 和彦∥著 ダイヤモンド社

・私の身に起きたこと 清水 ともみ∥著 季節社

・テレワーク時代のメール術 平野 友朗∥著 WAVE出版

・国道3号線 森 元斎∥著 共和国

・日本史サイエンス 播田 安弘∥著 講談社

・世界の児童文学をめぐる旅 池田 正孝∥著 エクスナレッジ

・運河堀川 桟 比呂子∥著 海鳥社

・ハーバードで学んだ最高の読み聞かせ 加藤 映子∥著 かんき出版

・本と体 高山 なおみ∥著 KTC中央出版

・Dr.コパのはじめての厄除け風水 小林 祥晃∥著 河出書房新社

ＮＥＷ

ＮＥＷ

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！！

「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＞

・ずかんウイルス 武村 政春∥監修 技術評論社

・今日からできる!暮らしの感染対策バイブル

堀 成美∥監修 主婦の友社

・新型コロナに立ち向かう100の技術 日経BP∥編 日経BP

・コロナ後の食と農 吉田 太郎∥著 築地書館

・最新知見で新型コロナとたたかう 岡田 晴恵∥著 岩波書店

・山登りでつくる感染症に強い体 齋藤 繁∥著 山と溪谷社

・「はたらく細胞」ウイルスの教科書 講談社∥編 講談社

・新型コロナ時代のランニング 金 哲彦∥著 KADOKAWA

ＮＥＷ

貸出中のものは

予約もできます。

ＮＥＷ

ＮＥＷ

ＮＥＷ
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X'masイベント
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にじいろスマイル
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図書館シネマ

休館日

休館日

館内整理日

292827

休館日
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（14：00/19：00）

土日 月 火 水 木 金

1186 7

4 5

9

31 2

休館日

Ｊａｓｏｎ’ｓ
ストーリータイム

（11：00～）

10

171620冊貸出スタート
（12/26まで）⇒

11/25⇒12/13
「人権週間作品展」

館内整理日

【展示】⇒

はらぺこあおむしの
おはなし会

（14：00～）

30 31

（14：30～）

12/2⇒12/11
「浮世絵にチャレンジ」

（苅田小学校６年生）

23 26

12

24 25

18 19

図書館員の
おはなしタイム

おはなしハンプティの
むかしばなし

ベートーベン生誕250年

初心者のためのクラシック講座

年の瀬になるとよく耳に入ってくる音楽

のひとつに「第九」がありますね。この

「交響曲第９番」を作ったベートーベン生

誕250年にあたる今年、図書館でベートー

ベンについての音楽講座を開催します。ど

なたでも気軽にご参加ください♪

【日時】12月13日（日）

14：00～15：00

【場所】苅田町立図書館 AVホール

【ご注意いただきたいこと】

●参加時にはマスク着用、大きな声で話すのを

控える等、引き続きご協力をお願いいたします。

また、体調の悪い方はご遠慮ください。

●イベントは予定です。変更がある時は図書館

ホームページ、掲示物でお知らせいたします。

図書館まで問い合わせください。

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）

太田裕朗 古野久江 堀田広治 山本昌樹 さかい歯科医院

他６名（匿名希望）

今年も残り1ヶ月。毎年1年間あっという間に終わる気がし

ますが、今年は今までより長く感じました。新年早々入院し、

コロナのこともあり家からでることも少なく、楽しい思い出

が少ないからでしょうか。来年は楽しい１年が待っているこ

とを望みます！（Ｓ）

「スープ・オペラ」（119分）

監督：瀧本 智行

出演：坂井 真紀 西島 隆弘

日時：12月23日（水）14：00/19：00

場所：図書館ＡＶホール

定員：35名

11/1（日）～15（日）

第24回 秋の読書週間ま

つりを開催しました。新

型コロナの感染予防に努

めながらの開催でしたが、

皆様の協力により、盛況

の中、無事終わることが

できました。大和撫子は

にかみ座さんの情感溢れ

る朗読や、はらぺこあお

むしさんによる素敵なお

はなし会、苅田ウインド

アンサンブルさんによる

演奏など、本当に楽しい

ひとときでした。ありが

とうございました。

年末年始の休館

12/27（日）～1/5（火）


