
・死ぬこと以外かすり傷 箕輪 厚介

・むすびつき 畠中 恵

・漫画君たちはどう生きるか 吉野 源三郎∥原作

・万引き家族 是枝 裕和

・ブロードキャスト 湊 かなえ

・悪魔と呼ばれた男 神永 学

・マリコ、うまくいくよ 益田 ミリ

・能面検事 中山 七里

・かがみの孤城 辻村　深月

・dele 本多 孝好

・あの家に暮らす四人の女 三浦　しをん

・下町ロケット [4] 池井戸 潤

・未来 湊 かなえ

・ファーストラヴ 島本 理生

・魔力の胎動 東野 圭吾
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2018年10月1日

くらしの中に図書館を！

＜小説・エッセイ・紀行・ノンフィクション＞

・選んだ孤独はよい孤独 山内 マリコ∥著 河出書房新社

・星をつなぐ手 桜風堂ものがたり 村山 早紀∥著 PHP研究所

・七〇歳年下の君たちへ 五木 寛之∥著 新潮社

・シンドローム （上・下） 真山 仁∥著 講談社

・翼竜館の宝石商人 高野 史緒∥著 講談社

・錆びた滑車 若竹 七海∥著 文藝春秋

・監禁面接 ピエール ルメートル∥著 文藝春秋

・地球星人 村田 沙耶香∥著 新潮社

・氷室冴子 没後10年記念特集 河出書房新社

・信長の原理 垣根 涼介∥著 KADOKAWA

・ランドスケープと夏の定理 高島 雄哉∥著 東京創元社

人気のある本

しょくよくのあき。みのりのあき。みんなはなにがすきか

な？えほんのなかをのぞいてみると、えがかれているた

べものが、おいしそうでしかたありませんね！こんげつは

そんなおいしそうなえほんをあつめてみました。

特設コーナー

特 集

児 童 特 集

「旅立つのだ・・・！

ファンタジーの世界へ。」

「めしあがれ！」

ある日、目覚めるとそこは異世界だった、、、。

たくさんある本の中には、奇想天外な住人、思いもよらな

い展開、魑魅魍魎うずまく世界など、日常では起こりえない

物語があります。それがファンタジーと呼ばれるジャンルで

す。大人も子供も夢中になれるファンタジー小説を集めて

みました。

＜なんだか気になるほん＞

・悪態の科学 エマ バーン∥著 原書房

・ビジュアル大百科元素と周期表 トム ジャクソン∥著 化学同人

・台風についてわかっていることいないこと

筆保 弘徳∥編著 ベレ出版

・くらべる日本 東西南北

おかべ たかし∥文 山出 高士∥写真 東京書籍

・土・牛・微生物 D.モントゴメリー∥著 築地書館

・遊廓に泊まる 関根 虎洸∥著 新潮社

・学校に行きたくない君へ 全国不登校新聞社∥編 ポプラ社

・職業、女流棋士 香川 愛生∥著 マイナビ出版

・へんないきものもよう 早川 いくを∥著 ベストセラーズ

・最後の馬賊 「帝国」の将軍・李守信 楊 海英∥著 講談社

・パクチーとアジア飯 阿古 真理∥著 中央公論新社

・フォッサマグナ 藤岡 換太郎∥著 講談社

・うらめしい絵 田中 圭子∥著 誠文堂新光社

＜暮らしのほん＞

・知識ゼロからの甘酒入門 石澤 清美∥著 幻冬舎

・西村和雄ぐうたら農法 学研プラス

・白ごはんが進むおかずBEST200 枻出版社

・心地良い暮らし着 ブティック社

・60歳からは「小さくする」暮らし

藤野 嘉子∥著 講談社

and more...

貸出中のものは

予約もできます。

今月は新しく世界文化遺産に登録が決まった「長崎と天草地

方の潜伏キリシタン関連遺産」にちなんで、関連する本を紹介

します。

『消された信仰 「最後のかくれキリシタン」-長崎・生月島の

人々』 広野 真嗣（著）小学館

『美しき教会と祈り』 松田 典子（写真・文） 講談社

『祈りの記憶』 松尾 潤（著） 批評社

『かくれキリシタン 長崎・五島・平戸・天草をめぐる旅』

後藤 真樹（著） 新潮社
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おはなしハンプティの
あかちゃんおはなし会

ハロウィンおはなし会

（ＡＶホール）
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おはなし会
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日 月 火 水 木 金

10/17⇒10/28
正木幸雄

米寿記念展

1 2

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（8月21日～9月20日受付分）

化学同人

ポプラ社

マイナビ出版

ベストセラーズ

中央公論新社

誠文堂新光社

林 哲広 森下 昭子 石井 文子 新野 めぐみ 本田 茂 行橋市歴史資料館

住友電装株式会社 さかい歯科医院

他 １名（匿名希望）

予約もできます。

「市民ケーン」

主演：オーソン・ウェルズ

日時：11日（木）19：00～

場所：図書館ＡＶホール

※閉館後のご案内となります。

9/30～10/10

年に一度の蔵

書点検が終わ

りました。リ

フレッシュし

た図書館にお

越しください

ね！

はらぺこあおむしのおはなし会 １４：００から

Ｊａｓｏｎ’ｓストーリータイム １１：００から

おはなしハンプティのあかちゃんおはなし会 １１：００から

おはなしハンプティのむかしばなし １４：３０から

にじいろスマイル １１：００から

図書館ハロウィンおはなし会

今年もジェイソンさんによるおはなし

会があります！わくわくどきどきのじ

かん、みんなで楽しもう！！

カウンターで「トリックオアトリー

ト！」って言ってみてね♪

日時：10月28日（日）13：00～

場所：ＡＶホール

図書館ビンゴ！に参加し

よう！！
図書館にある色々な本を読ん

で応募しよう！本館カウンター

に置いてあるビンゴ用紙を

持っていざ開始！

参加期間：11月1日（木）～11

月11日（日）16：59

※17：00～抽選会

抽選でステキな景品が当た

る？！

5日（水）苅田みどり幼稚園・母

の会より今年も寄付をいただき

ました。新しい紙芝居を購入。

みんなによろこんでもらえると

いいな。

期間：11月1日（木）～4日（日）

参加は無料です。

※ブックリサイクルはありません。

＜ＡＶホール＞
★11/2（金）14：00～/19：00～

図書館シネマ

「スープ・オペラ」（120分）

★11/3（土・祝）11：00～

はらぺこあおむしさんによるおはなし会スペ

シャル

★11/4（日）14：00～

京都高校 吹奏楽部演奏会

＜展示コーナー＞
「わたしのワンフレーズ∞」

※他にもパティオではパンまつり（11/3,4

10：00～）もやります！なくなり次第終了。

今回、読書週間に寄せて、図書館

では以下を募集しています！

①「～ふるえる・ザワつく・しび

れる・ドキュン♡～わたしのワンフ

レーズ∞」

今まで読んだ本の中で、あなたの

心に残ったフレーズを募集します。

※まつり期間中に展示コーナーに

て展示します。

②図書館一箱古本市

日時：11/3.4 10：00～16：00

出店料：1日1組500円

1日16枠。先着です。

※詳しくは図書館まで。


