
・かがみの孤城 辻村　深月

・京都寺町三条のホームズ 9 望月 麻衣

・魔力の胎動 東野 圭吾

・漫画君たちはどう生きるか 吉野 源三郎∥原作

・おれたちの仇討 鳥羽 亮

・コーヒーが冷めないうちに 川口　俊和

・あやかし草紙 三島屋変調百物語伍之続 宮部 みゆき

・相嵌 上田 秀人

・孤狼の血 柚月　裕子

・推理は空から舞い降りる 喜多 喜久

・Lily 日々のカケラ 石田 ゆり子

・流れの勘蔵 佐伯 泰英

・医者が教える食事術最強の教科書 牧田 善二

・無節の欅 千野 隆司

・いろいろあった人へ 伊集院 静
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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＞

・わたし、定時で帰ります。 朱野 帰子∥著 新潮社

・オリンピックへ行こう! 真保 裕一∥著 講談社

・小萩のかんざし 北村 薫∥著 文藝春秋

・トッカン 徴収ロワイヤル 高殿 円∥著 早川書房

・ウィステリアと三人の女たち 川上 未映子∥著 新潮社

・わかって下さい 藤田 宜永∥著 新潮社

・100歳のほんとうの幸福 吉沢 久子∥著 PHP研究所

・ぼくときみの半径にだけ届く魔法 七月 隆文∥著 幻冬舎

・三千円の使いかた 原田 ひ香∥著 中央公論新社

・食堂メッシタ 山口 恵以子∥著 角川春樹事務所

人気のある本

とうきょうのうえのどうぶつえんに、パンダのシャンシャン

（香香）が生まれて今月１２日で１年になります。白黒のツー

トンカラーに仙人のようなふしぎなうごき。パンダってほんと

うにかわいらしいいきものですね。

こんげつは、パンダにちゅうもくです！

特設コーナー

特 集

児 童 特 集

「〇〇事件簿」

「ニーハオ！シャンシャン」

この世は事件であふれている！謎を解き、犯人を暴く。天

網恢恢疎にして漏らさず。さあ、あなたも名探偵！

今月は洋の東西を問わず、過去現在を問わず、様々な事

件に挑んだ本を集めてみました。

＜なんだか気になるほん＞

・辺境の怪書、歴史の驚書、ハードボイルド読書合戦

高野 秀行∥著 集英社

・シャーデンフロイデ 人の不幸を喜ぶ私たちの闇

リチャード H.スミス∥著 勁草書房

・リンカーンのように立ち、チャーチルのように語れ

ジェームズ ヒュームズ∥著 海と月社

・まだ見たことのない九州の絶景 JTBパブリッシング

・文豪の凄い語彙力 山口 謠司∥著 さくら舎

・島旅ねこ にゃんこの島の歩き方 ダイヤモンド社

・もし文豪たちが現代の文房具を試しに使ってみたら

福島 槇子∥ほか著 ごま書房新社

＜暮らしのほん＞

・家事の得ワザ マガジンハウス

・1/5の油で5倍おいしい!フライパンでラクちん揚げもの

上島 亜紀∥著 家の光協会

・旬を楽しむ梅しごと 山田 奈美∥著 家の光協会

・藤井恵とっておきの晩酌レシピ 世界文化社

・一年中センスよく美しい小さな庭づくり 朝日新聞出版

・おいしい彩り野菜のつくりかた 農山漁村文化協会

・ハーバリウムでつくるおしゃれな雑貨とインテリア

errer∥著 パイインターナショナル

and more...

＜女子というもの＞

・「女子」という呪い 雨宮 処凛∥著 集英社

・ルポ東大女子 おおた としまさ∥著 幻冬舎

・働く女子のキャリア格差 国保 祥子∥著 筑摩書房

・女の後半戦 白河 桃子 他∥監修 幻冬舎

・お母さんと子どもの愛の時間 石川 結貴∥著 花伝社

・綺麗なオトナ女子と残念なオバチャン女子の習慣

豊川 月乃∥監修 日本文芸社

・オンナの奥義 阿川 佐和子∥著 大石 静∥著 文藝春秋

貸出中のものは

予約もできます。



休館日

は

 

6/6⇒6/10
「喜寿の祝展」

はらぺこあおむしの
おはなし会

土

1 2

日 月 火 水 木 金

【展示】⇒ 7 8 93 4 5 6
講演会

10 11 12 13 14

休館日 休館日 Ｊａｓｏｎ’ｓ
ストーリータイム

15 16
休館日 おはなしハンプティの

むかしばなし

17 18 19 20 21 22 23
休館日 にじいろスマイル

図書館員の
おはなしタイム

29 30
図書館ｄｅわくわく

サイエンス
休館日 館内整理日

24 25 26 27 28

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（4月21日～5月20日受付分）

立野 ナツミ 定野 篤 坂田 真由美 古市 美子 安部 郁彦 伊藤 ツギノ

村田 照世 行橋市教育委員会 みやこ町教育委員会 柳川古文書館 福岡県5団体（省略）

他4名（匿名希望）

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

図書館員のおはなしタイム １４：３０から
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