
・　　　　　　競争の番人 

・　　　　　　　住宅営業マンぺこぺこ日記

・　　　　　　妖怪の子預かります 9

・

奇跡

・

松岡 圭祐

・ 東野 圭吾マスカレード・ゲーム

同志少女よ、敵を撃て 逢坂 冬馬

瀬尾 まいこ

・

夏の体温

　　　　　　JK

・

・

厚切りジェイソン

・

・

・

・

・

　　　ジェイソン流お金の増やし方

・

・

　　　　　　　石礫 今野 敏

新川 帆立

屋敷 康蔵

廣嶋 玲子

コンビニ兄弟  2 町田 そのこ

　　　　　　　80歳の壁 和田 秀樹

開戦 上田 秀人

林 真理子

町田 そのこ

新川 帆立　　　　　　　剣持麗子のワンナイト推理

星を掬う

　　　死刑にいたる病 櫛木 理宇

第 382 号

〒800-0352

福岡県京都郡苅田町

富久町1丁目17番地8

苅田町立図書館
オークヨム

ＴＥＬ 436-0946

ＦＡＸ 434-9314

2022年7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

今年も暑い夏がやってきます。

酷暑に耐えるためにも食生活からは暑い夏にぴったりな冷た

いレシピ本。または、気分で夏を感じる小説、エッセイなど。

冷たい食べ物がでてきたり、グルメな旅も案内します。

「冷たい夏を食べよう」

「2022夏・おすすめの本」

貸出中の本は、

ネットからも予約できます。

もうすぐ夏やすみ。ことしも、子どもたちへ、この夏に読ん

でみたくなる本を紹介します。

＜小説・エッセイ・紀行・ノンフィクション＞

・村上春樹のタイムカプセル 加藤 典洋∥ほか著 而立書房

・「できる」と「できない」の間の人 樋口 直美∥著 晶文社

・すべての月、すべての年 ルシア・ベルリン∥著 講談社

・ラブカは静かに弓を持つ 安壇 美緒∥著 集英社

・六法推理 五十嵐 律人∥著 KADOKAWA

・まっとうな人生 絲山 秋子∥著 河出書房新社

・くるまの娘 宇佐見 りん∥著 河出書房新社

・氷の致死量 櫛木 理宇∥著 早川書房

・化物園 恒川 光太郎∥著 中央公論新社

・スタッフロール 深緑 野分∥著 文藝春秋

・夢をかなえるゾウ0 水野 敬也∥著 文響社

・百年厨房 村崎 なぎこ∥著 小学館

・君たちはしかし再び来い 山下 澄人∥著 文藝春秋

・タダキ君、勉強してる? 伊集院 静∥著 集英社

・すべてきみに宛てた手紙 長田 弘∥著 筑摩書房

・99年、ありのままに生きて 瀬戸内 寂聴∥著 中央公論新社

＜暮らしのほん＞

・カーブスの健康たんぱく質ごはん カーブス∥企画監修 扶桑社

・結局、老後2000万円問題ってどうなったんですか? 岩城 みずほ∥著

サンマーク出版

・てづくり推しぬいBOOK 平栗 あずさ∥著 グラフィック社

・時間があっても、ごはん作りはしんどい 小竹 貴子∥著 学研プラス

・大豆ミートでキレイやせ 牛尾 理恵∥料理 主婦の友社

・ひとりぶんのスパイスお菓子 印度カリー子∥著 山と溪谷社

・人生が変わる紙片づけ! 石阪 京子∥著 ダイヤモンド社

・小さな苔ガーデニング 大野 好弘∥著 主婦の友社

＜なんだか気になるほん forキッズ＞

・日本国憲法で鬼ケ島を救え!

河村 万理∥マンガ 朝日新聞出版

・マンガでわかる!小学生のためのスマホ・SNS防犯ガイド

佐々木 成三∥監修 主婦と生活社

・10歳からの学校では教えてくれない健康とからだ

野口 緑∥監修 池田書店

・ヤングケアラーってなんだろう 澁谷 智子∥著 筑摩書房

・調べるって、おもしろい!! 図書館振興財団∥監修 岩崎書店

・桃太郎は嫁探しに行ったのか?

倉持 よつば∥著 新日本出版社

＜なんだか気になるほん＞

・司書になった本の虫 早坂 信子∥著 郵研社.

・10分で名著 古市 憲寿∥著 講談社

・だからフェイクにだまされる 石川 幹人∥著 筑摩書房

・ガーデニング風水 暁 玲華∥著 ビジネス社

・まだまだ身の下相談にお答えします 上野千鶴子∥著 朝日新聞出版

・世界美しい聖地とパワースポットをめぐる旅

パイインターナショナル∥編著 パイインターナショナル

・国境を超えたウクライナ人 オリガ ホメンコ∥著 群像社

・生きるために必要な「法律」のはなし 木村 真実∥監修 ナツメ社

・老～い、どん!2 樋口 恵子∥著 婦人之友社

・秋篠宮 江森 敬治∥著 小学館

・江戸で部屋さがし 菊地 ひと美∥著・絵 講談社

・気候危機がサクッとわかる本 森 朗∥監修 東京書籍

・世界のサメ大全 めかぶ∥著・イラスト SBクリエイティブ

・世界が驚く日本のすごい科学と技術 左巻 健男∥編著 笠間書院

・47都道府県日本全国地元食図鑑 菅原 佳己∥著 平凡社

・スポーツ毒親 島沢 優子∥著 文藝春秋

・レジンの大人アクセサリー事典 a.k.b.∥著 河出書房新社

・映画を早送りで観る人たち 稲田 豊史∥著 光文社

・伝わるチカラ 井上 貴博∥著 ダイヤモンド社
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小野剛史

ＮＥＷ

ＮＥＷ

ＮＥＷ

ＮＥＷ



17

10

（11：00～）

20
祝日開館

25

18

休館日
にじいろスマイルの

おはなし会

（海の日）

19
休館日

31

15

（14：30～）

図書館員の
おはなしタイム

おはなしハンプティの
むかしばなし

16

23

夜間開館19：00まで

（本館のみ）

夜間開館19：00まで

（本館のみ）

2022夏　おたのしみ

スタンプカード開始

（14：30～）

14

夜間開館19：00まで

（本館のみ）

休館日

夜間開館19：00まで

（本館のみ）

Ｊａｓｏｎ’ｓ
ストーリータイム

（11：00～）

12 13

はらぺこあおむしの
おはなし会

9

夜間開館19：00まで

（本館のみ）

（14：00～）

土日 月 火 水 木 金

853 4

1 2

76

24

館内整理日

26

夜間開館19：00まで

（本館のみ）

夜間開館19：00まで

（本館のみ）

月曜開館

11
課題図書貸出開始

27 28
図書館シネマ

（14：00～）

21

夜間開館19：00まで

（本館のみ）

夜間開館19：00まで

（本館のみ）

22
（9/11（日）まで）

29 30

課題図書の貸出について

7/12（火）～9/11（日）の間は、多くの方が読めるように、

下記の貸出ルールになります。ご協力お願いします。

●貸出…ひとり２冊まで、貸出期限は１週間。

●貸出中のものには予約ができます。ひとり２冊まで。

連絡を受けてから1週間以内に必ず受け取りに来館してください。

●本を読む本人の利用券で貸出をしてください。

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）

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（5月21日～6月20日受付分）

【開館時間】 9：30～17：30

木・金曜日は9：30～19：00（本館のみ・祝日除く）

西部公民館図書室

9：30～13：00 14：00～17：30

6/14（火）図書館員による大人のおはなしタイム

あいにくの曇天模様でしたが、開催を楽しみにしてくれていた方もいて

穏やかな時間を過ごしました。

「認知症予防の日」を意識した

プログラムで、じっくりと語りや

絵本の読み聞かせに集中して

いました。

※次回は9月19日（月祝）です。

善立寺保育園より七夕かざりをいただきました★

6/22（水）、今年も園児のみなさんが制作した

七夕かざりを図書館で飾っています。

※7月7日（木）まで

みんなの願い事が叶いますように…。

7月27日（水） 14：00～

「完全解剖ティラノサウルス」 （49分）

ティラノサウルスはどのように進化したのか。

ディーン・フジオカをナビゲーターに、一億年に及ぶ壮大な

進化の秘密を読み解いていく。

こんなことがありました。

6月の図書館★プレイバック

毎年、好評です！

2022夏 おたのしみスタンプカード

カ ー ド配布：7月16日（土）～8月21日（日）

スタンプ押印：7月16日（土）～8月30日（火）

引換期間：9月11日（日）まで

★ポイントの集め方★

1日1回、1枚の利用券につき図書館の資料を借りる→1ポイント

または、おはなし会や映画会などのイベントに参加する→1ポイント

10ポイント貯まったら、ステキな贈りものがあるよ♪（数量限定）

※1枚の利用券につき、スタンプカード1枚です。

図書館謎解き～スパイミッションをクリアせよ～

日時：8月3日（水）9：30～ ネット予約開始日 7月12日（火）~

３コース選べます！ 詳細は図書館ホームページ、館内掲示物をご覧ください。

脱出できたら、スタンプカードにもう1ポイントもらえるよ！

小野剛史 木山充孝 髙橋勝子 海田悠写真事務所 さかい歯科医院

他３名（匿名希望）


