
知念 実希人

加藤 シゲアキ

　　　　　　　魂手形

瀬尾 まいこ

推し、燃ゆ

　　　　　　　白鳥とコウモリ

　　　　　　　　52ヘルツのクジラたち

・灰の劇場 恩田 陸

・　　　コンビニ兄弟 町田 そのこ

・お探し物は図書室まで 青山 美智子

・三つ巴 佐伯 泰英

・

ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人

・

・

・

・

・

・

　　　その扉をたたく音

傷痕のメッセージ

オルタネート

・ 東野 圭吾

　　　　　　　ドキュメント 湊 かなえ

・

心淋し川 西條 奈加

池井戸 潤・半沢直樹　アルルカンと道化師

・ 町田 そのこ

・

元彼の遺言状 新川 帆立

宇佐見 りん

東野 圭吾

宮部 みゆき
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福岡県京都郡苅田町

富久町1-17-8

苅田町立図書館
オークヨム

ＴＥＬ 436-0946

ＦＡＸ 434-9314

2021年5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

「〇〇ちゃ～ん」、「〇〇く～ん」。

えほんのなかには、いろんなおなまえ、よんでいるよたくさ

んよぶよ、みんな おへんじできるかな～♪

＜小説・エッセイ・紀行・ノンフィクション＞

・草原のサーカス 彩瀬 まる∥著 新潮社

・ヴィクトリアン・ホテル 下村 敦史∥著 実業之日本社

・ゼロエフ 古川 日出男∥著 講談社

・鍵穴 ヨルン リーエル ホルスト∥著 小学館

・ムーンライト・イン 中島 京子∥著 KADOKAWA

・オクトーバー・リスト

ジェフリー ディーヴァー∥著 文藝春秋

・本日も晴天なり 梶 よう子∥著 集英社

・泳ぐ者 青山 文平∥著 新潮社

・新謎解きはディナーのあとで 東川 篤哉∥著 小学館

・むしろ、考える家事 山崎 ナオコーラ∥著 KADOKAWA

・3人で親になってみた 杉山 文野∥著 毎日新聞出版

・半逆光 谷村 志穂∥著 KADOKAWA

・愛は魂の奇蹟的行為である なかにし 礼∥著 毎日新聞出版

・沙林 偽りの王国 帚木 蓬生∥著 新潮社

＜暮らしのほん＞

・だいたい1ステップか2ステップ!なのに本格インドカレー

稲田 俊輔∥著 柴田書店

・ワタナベマキの10の定番弁当 ワタナベ マキ∥著 扶桑社

・arikoの副菜の鬼 ariko∥著 主婦の友社

・一度は使ってみたい野菜で、何度でもつくりたいレシピ

植松 良枝∥著 プレジデント社

・主婦業9割削減宣言 唐仁原 けいこ∥著 中央公論新社

・きょうも、パンを焼こう。 門間 みか∥著 PHP研究所

・梅干しを漬けてわかること 有元 葉子∥著 文化学園文化出版局

＜なんだか気になるほん＞

・わたしの理想のキッチン 雅姫∥著 集英社

・黒魔術がひそむ国 春日 孝之∥著 河出書房新社

・ストレス社会で「考えなくていいこと」リスト

井上 智介∥著 KADOKAWA

・キャンプ×防災のプロが教える新時代の防災術

寒川 一∥監修 学研プラス

・おいしいゼリーブック グラフィック社編集部 グラフィック社

・名前のないことば辞典 出口 かずみ∥著 遊泳舎

・アニメディスクガイド80's MOBSPROOF編集部 河出書房新社

・文春の流儀 木俣 正剛∥著 中央公論新社

・混迷の国ベネズエラ潜入記 北澤 豊雄∥著 産業編集センター

・富岳 日経クロステック∥編集 日経BPマーケティング

・「不時着」しても終わらない 黒田 福美∥著 主婦の友社

・「ほんとのこと」は、親にはいえない 木村 泰子∥著 家の光協会

・働く人の疲れをリセットする快眠アイデア大全

菅原 洋平∥著 翔泳社

・そして、すべては迷宮へ 中野 京子∥著 文藝春秋

・北極探検隊の謎を追って ベア ウースマ∥著 青土社

・ヤマザキマリの世界逍遙録 ヤマザキ マリ∥著 KADOKAWA

・絶望死 ニコラス D.クリストフ∥他著 朝日新聞出版

・なんで家族を続けるの? 内田 也哉子∥他著 文藝春秋

・養老孟司入門 布施 英利∥著 筑摩書房

ＮＥＷ

新緑の候、みなさまいかがお過ごしでしょうか。５月はそんな

目に青葉、とても気持ちの良い頃ですね。ドライブがてら木々

に心リフレッシュしたり、庭の花壇の手入れをするなどもいいで

すね。

今月は、園芸や新緑に癒される写真集、ガーデニングなどの

本を集めてみました。

「グリーンでリフレッシュ」

「おなまえ よぶよ？」

＜新型コロナウイルスに関する本＞

・緊急事態宣言の夜に さだ まさし∥著 幻冬舎

・今だから知りたいワクチンの科学 中西 貴之∥著 技術評論社

・新型コロナデータで迫るその姿 浦島 充佳∥著 化学同人

・専門医が教える新型コロナ・感染症の本当の話 忽那賢志∥著 幻冬舎

・新型コロナとワクチンのひみつ 近藤 誠∥著 ビジネス社

ＮＥＷ

貸出中の本は、

ネットからも予約

できます。

ＮＥＷ

祝・2021年

本屋大賞
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本館は19：00まで
開館しています

5/1⇒5/23
「おしえて！あなたの

好きな本」

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）

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（3月21日～4月20日受付分）

伊藤謙 大浦淳司 兼川晋 坂本梧朗 豊岡重利 渡辺百合子 社会情報大学院大学

スポーツこころのプロジェクト運営本部 粕屋町教育委員会 松本清張記念館 みやこ町教育委員会

館内では、マスク着用、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。

最近だんだんと暑くなってきました。マスク生活が始まって約1年。

すっかり慣れてしまいましたが、これから来る夏を思うとゾッとしま

す。去年とても暑かったですよね。ただ最近はマスクも色々進化して

いるので、少しでも涼しく過ごせたらいいなぁ。（Ｓ）

◇こどもの日シネマ◇

「トムとジェリー 赤ちゃんはいいな」

日時：5月5日（水・祝）14：00～15：00

◇図書館シネマ◇

「犬飼さんちの犬」（95分）

監督/亀井 亨

出演/小日向 文世

日時：5月9日（日）14：00～

場所：AVホール

定員：50名

日程：5月15日（土）・16日（日）・23日（日）

場所：AVホール

● 5月15日（土） 14：00～

おはなしハンプティのおはなし会スペシャル

手遊びやよみきかせ、わらべうたなど。

おみやげもあるよ♪

● 5月16日（日） 14：00～

苅田ウインドアンサンブル

ファミリーコンサート

「春の童謡メドレー」「上を向いて歩こう」ほか

● 5月23日（日）10：00～16：00

ブックリサイクル

おひとり10冊まで。

15分入替制 （20人）

【募集】 5月1日（土）～5月23日（日） 「おしえて！あなたの好きな本」

あなたの好きな本、あなたが小さい頃好きだった本、あなたのお子さまが好きな本など、教えてください！

期間中、図書館展示コーナーにて、クローバーのカードを用意しています。１冊書いて貼っていってくださいね。

※密を避けるため、時間制限を設けます。

※マスク着用の上、ご参加ください。

※新型コロナウイルス感染状況によっては、変更することが

あります。参加される際には、図書館の方までご確認くださ

い。


