
・そして、バトンは渡された 瀬尾 まいこ

・ 樹木 希林

・メモの魔力 前田 裕二

・

・一切なりゆき 樹木 希林

とめどなく囁く

・              伊藤まさこの器えらび 伊藤 まさこ

・             検事の信義 柚月 裕子

・             呪護 今野 敏

・             日雇い浪人生活録 7 上田 秀人

・沈黙のパレード 東野 圭吾

・夢を釣る 佐伯 泰英

・              孤独という道づれ 岸 惠子

・もういちどベートーヴェン 中山 七里

・すぐ死ぬんだから 内館 牧子

桐野 夏生

・カゲロボ 木皿 泉

・

樹木希林120の遺言

辻村 深月傲慢と善良
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くらしの中に図書館を！

人気のある本

6月はあめがたくさんふって、そとであそべないからつ

まんない。でも、あめのおとや、かえるのなくこえ、かさを

さしたり、ながぐつはいたり、いつもとちがうたのしみもあ

るよ。今月は、あめのえほんをあつめました。

特設コーナー

特 集

児 童 特 集

「FUKUOKA WRITERS SELECTION」

「RAINY DAYS」

赤川次郎、葉室 麟、帚木 蓬生、村田 喜代子、平野 啓一

郎などなど、福岡県出身の作家たちの代表作や、埋もれた

作品を集めてみました。 意外と知らなかった福岡の作家

たちに触れてみませんか。

ＮＥＷ

ＮＥＷ

ＮＥＷ

ＮＥＷ

＜小説・エッセイ・紀行・ノンフィクション＞

・こばなしけんたろう 短篇集 小林 賢太郎∥著 幻冬舎

・アウシュヴィッツの歯科医

ベンジャミン ジェイコブス∥著 紀伊國屋書店

・中国銀河鉄道の旅 沢野 ひとし∥著 本の雑誌社

・松本ぷりっつの夫婦漫才旅 松本 ぷりっつ∥著 KADOKAWA

・おっぱいマンション改修争議 原田 ひ香∥著 新潮社

・不見(みず)の月 菅 浩江∥著 早川書房

・昭和からの遺言 倉本 聰∥著 双葉社

・バシレウス 呂不韋伝 塚本 青史∥著 NHK出版

・三つ編み レティシア・コロンバニ∥著 早川書房

・余物語 西尾 維新∥著 講談社

＜なんだか気になるほん＞

・「本当の友達がいなくてさびしい」と思ったとき読む本

大嶋 信頼∥著 KADOKAWA

・教科書から消える!?偉人たち 初田 景都∥著 辰巳出版

・ 古書古書話 荻原 魚雷∥著 本の雑誌社

・大阪 都市の記憶を掘り起こす 加藤 政洋∥著 筑摩書房

・いま日本で一番元気な街福岡最強の秘密 洋泉社

・数学の贈り物 森田 真生∥著 ミシマ社

・人が自分をだます理由

ケヴィン シムラー∥ほか著 原書房

・5歳からの哲学 ベリーズ ゴート∥ほか著 晶文社

・よちよちもふもふオシドリの赤ちゃん 大橋 弘一∥著 講談社

・かがくのとものもと 福音館書店

・転職大全 小林 毅∥著 朝日新聞出版

・ドラッカーと生産性の話をしよう 林 總∥著 KADOKAWA

＜暮らしのほん＞

・おさよさん流がんばらなくてもキレイが続く家事のくふう

おさよさん∥著 SBクリエイティブ

・レシピがなくてもごはんはつくれる 扶桑社

・なんでも、漬けもの。 河井 美歩∥著 主婦と生活社

・体にいい!三ツ星みそ汁 KADOKAWA

・季節のお漬けもの 山田 奈美∥著 家の光協会

・たっきーママのレシピがなくても作れる絶品料理アイデア263

奥田 和美∥著 扶桑社

・ふだんの洋食 有元 葉子∥著 SBクリエイティブ

苅田町立図書館の建設に携わった寺田芳

朗さんの著書『図書館計画で書庫はどう考

えたらいいのか？』が寄贈されました。こ

の本では、図書館づくりという大きなプロ

ジェクトに町民が求めるものを手探り状態

で模索し、形にすることのむつかしさが書

かれています。

ふと目にする扉に意味があったのか、と

改めて知ることができます。図書館に来た

折には、そういう箇所にも目を注いでみる

とまた、面白いかもしれませんね。

ＮＥＷ

貸出中のものは

予約もできます。



 

はらぺこあおむしの
おはなし会
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（14：00～）

6/20⇒6/23
　「第6回

パッチワークキルト展」

5

30 館内整理日

29
（19：00～20：30）

図書館員の
おはなしタイム

（14：30～）

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
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休館日
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休館日

図書館する？！
ミーティング
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20 21【展示】⇒

6

6/6⇒6/9
　「パッチワーク

作品展」

6/11⇒6/16
　「人権パネル展」

Ｊａｓｏｎ’ｓ
ストーリータイム

（11：00～）

【展示】⇒
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19

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）

（一社）日本建築学会九州支部 福岡管区気象台防災調査課 NPO法人NLA 運動実行委員会

宮﨑 信子 横田 信幸 入江 学 麻生 真一

他１名（匿名希望）

5/9（木）～5/12（日）図書館まつり

にじいろスマイルのおはなし会ＳＰに

苅田ウインドアンサンブルのファミ

リーコンサート、またパティオではパ

ンまつり、恒例のブックリサイクルな

ど、色々な催しに多数の参加、ありが

とうございました。

2

S.A

講談社

5/19（日）隊長さんと隊員さんのおはなし

会はとっても盛り上がりましたね！また、

キャラバンカーの見学にも、たくさんの参

加がありました。本のリストや、当日読ん

だ絵本は、図書館にもありますので、よ

かったら手に取ってみてね！

5/1（水）～5/6（月）ダ

ンボールワールド、ワー

クショップ＆ゆめのぼり

5/15（水）～5/26

（日）風景写真家本

田茂さんの「広谷の

輝き」写真展があり

ました。講演会も多

くの方の参加があり、

有意義なお話に２時

間があっというまで

した。

図書館においでよ！

「わくわく科学＆算数教室」を開催します。西日本工業

大学の「おもしろ科学研究会」と「math力増す研究部」がお

送りする、実験体験教室です。

参加無料。事前に申込が必要です。

定員30名（定員になり次第終了します）

日時：7/6（土）10：00～12：00

対象：小学1年生～

※受付開始は6/11（火）から 来館受付のみです

図書館シネマ「私の頭の中の消しゴム」

14日（金） 14：00/19：00 図書館ＡＶホール


