
・樹木希林120の遺言 樹木 希林

・一切なりゆき 樹木 希林

・　　　　　　　誰そ彼の殺人 小松 亜由美

・　　　　　　　「大家さんと僕」と僕 矢部 太郎∥他著

・　　　　　　　むらさきのスカートの女 今村 夏子

・　　　　　　　炎天夢 今野 敏

辻村 深月

・百花 川村 元気

・

・とめどなく囁く 桐野 夏生

・傲慢と善良

池井戸 潤ノーサイド・ゲーム

・　　　　　　　希望の糸 東野 圭吾

・ 瀬尾 まいこそして、バトンは渡された

・平場の月 朝倉 かすみ

・　　　　　　　さよならの儀式 宮部 みゆき

・　　　　　　　旅仕舞 佐伯 泰英

・メモの魔力 前田 裕二
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くらしの中に図書館を！

人気のある本

夏休みはどんな本を読みますか？本選びにまよったと

き、「2019 夏・おすすめの本」を参考にしてみてはどうで

しょう？

特設コーナー

特 集

児 童 特 集

「アウトドア、せん？」

「2019 夏・おすすめの本」

夏といえば、海に山に滝や沢登りなど、自然の中で体を

動かしたり、生き物にふれたりするにはもってこいの季節！

ＢＢＱやキャンプなど、外で作る食事もまた格別ですよね！

今月はアウトドアを楽しむ本を集めてみました。暑いばかり

じゃもったいない！夏を楽しもう！

ＮＥＷ

ＮＥＷ

ＮＥＷ

ＮＥＷ

＜小説・エッセイ・紀行・ノンフィクション＞

・1分音読「万葉集」 齋藤 孝∥著 ダイヤモンド社

・とむらい屋颯太 梶 よう子∥著 徳間書店

・コイコワレ 乾 ルカ∥著 中央公論新社

・ハッピーアワーは終わらない 東川 篤哉∥著 新潮社

・走る奴なんて馬鹿だと思ってた 松久 淳∥著 山と溪谷社

・百の夜は跳ねて 古市 憲寿∥著 新潮社

・図書室 岸 政彦∥著 新潮社

・家康謀殺 伊東 潤∥著 KADOKAWA

・天邪鬼のすすめ 下重 暁子∥著 文藝春秋

・亥子ころころ 西條 奈加∥著 講談社

・旅ドロップ 江國 香織∥著 小学館

・いきたくないのに出かけていく

角田 光代∥著 スイッチ・パブリッシング

…など

＜なんだか気になるほん＞

・どうしたらいいかわからない君のための人生の歩きかた図鑑

石井 光太∥著 日本実業出版社

・ハンドメイドの宝石せっけんの教科書

木下 和美∥著 エクスナレッジ

・貯金も節約もできない人でもお金が増える方法

篠田 尚子∥著 かんき出版

・ブルートレイン大図鑑 「旅と鉄道」編集部∥編 山と溪谷社

・かこさとしの世界 平凡社

・世界で一番カンタンな投資とお金の話

村上 世彰∥著 西原 理恵子∥著 文藝春秋

・巨大古墳の歩き方 大塚 初重∥監修 宝島社

・やっぱり食べたい!自衛隊ごはん イカロス出版

・恐竜まみれ 小林 快次∥著 新潮社

・3つのアポロ 的川 泰宣∥著 日刊工業新聞社

＜暮らしのほん＞

・なにしろ、親のごはんが気になるもので。

金子 文恵∥著 家の光協会

・サバ缶&イワシ缶5分でうまい!やみつきレシピ

池田 陽子∥他著 日経BP

・フルーツパトロール 伊藤 まさこ∥著 マガジンハウス

・墨でモノトーン雑貨 小川 翔月∥著 マール社

・はじめてのほうろうバットのおやつ 若山 曜子∥著 扶桑社

貸出中のものは

予約もできます。

7月17日、令和初となる「第

161回芥川賞・直木賞」が発表され

ました。「芥川賞」は今村夏子『む

らさきのスカートの女』、「直木

賞」は大島真寿美『渦 妹背山婦女

庭訓（いもせやまおんなていきん）

魂結（たまむす）び』が受賞しまし

た。おめでとうございます！

ＮＥＷ

ＮＥＷ

ＮＥＷ
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【展示】⇒

図書館員の
おはなしタイム
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8/20⇒8/30
読書リーダー養成講
座「本の帯の展示」

　

8

はらぺこあおむしの
おはなし会

にじいろスマイル

13
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8/1⇒8/30
展示コーナーの一部
に学習席を設置しま

す。

月曜開館

19 20

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

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（6月21日～7月20日受付分）

浅井 和昭 安部 郁彦 岡部 早苗 荻原 覚 三鍋 久雄 エフコープ生活協同組合

北九州市立文学館 甲府市企画部記念事業部 さかい歯科医院 産業医科大学 福岡県

他１名（匿名希望）

●8月4日（日） 14：00～15：00 （ＡＶホール）

「苅田神幸祭の魅力」

※どなたでも

●8月7日（水） （ＡＶホール～展示コーナー～書架）

「図書館からの脱出」 （主催：なないろラボ）

●8月8日（木） 13：00～15：00 （小会議室）

「スイカの一輪挿しを作ろう」 （講師：岸上 育代さん）

参加費：500円

対象：小学生以上（保護者同伴可） ※要申込

●8月10日（土） 19：00～21：00

「図書館きもだめし」

※どなたでも※図書館閉館後の案内となります

●8月12日（月・祝） 14：00～16：00 （ＡＶホール）

「南極クラス」 （ミサワホーム） ※申込不要 参加無料

●8月16日（金） 14：00～15：30 （ＡＶホール）

「北九州空港出張わくわく教室」

●8月19日（月） 11：00/14：00 （小会議室）

「教えて！美容師さん

プロからまなぶかんたんヘアアレンジ講座」

※定員になりましたので、しめきりました。

●8月25日（日） 14：00～ （ＡＶホール）

「キャッキエラ公開練習会」

※どなたでも

●9月1日（日） 14：00～15：30 （ＡＶホール）

「生きづらさってなに？

～ひきこもり・不登校をとりまく社会～」

※入場無料・申込不要

「ＢＡＬＬＡＤ 名もなき恋のうた」

監督：山崎 貴

出演：草なぎ 剛 新垣 結衣

日時：8月23日（金） 14：00/19：00

場所：図書館ＡＶホール

7/6（土）

西日本工業大学の先生と

学生さんによる科学＆算

数の実験教室。楽しく学

べて２時間があっという

までした。

7/26（金）

読書感想文の書き方教室。

みんな、がんばって書い

ていきましたね！

7/27（土）

図書館員のおはなしタイムＳＰ。

『ぜったいにおしちゃダメ?』

の大型絵本にわくわくどきどき

がとまらない？！


