
・

・

わたなべ ぽん

東野 圭吾

・きたきた捕物帖 宮部 みゆき

一人称単数 村上 春樹

・

・カケラ 湊 かなえ

・

・

女帝小池百合子 石井 妙子

少年と犬

・

・

流浪の月 凪良 ゆう

・ 池井戸 潤

・

　　　　　　　乱癒えず 佐伯 泰英

　　　　　　　アルルカンと道化師

クスノキの番人

佐藤 愛子

・ 馳 星周

気がつけば、終着駅

スキマワラシ 恩田 陸

　　　さらに、やめてみた。

・破局 遠野 遙

・　　　　　　　偽計 上田 秀人

・ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー ブレイディみかこ

・　　　　　　　銀齢探偵社 中山 七里
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2020年11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

ミリオンブックとは、トーハンが展開している、累計100万

部以上発行された絵本を紹介した企画です。長く多くの人

に愛され続けている絵本たち。ぜひこの読書週間に読んで

みませんか？

＜小説・エッセイ・紀行・ノンフィクション＞

・ヴェールドマン仮説 西尾 維新∥著 講談社

・我々は、みな孤独である 貴志 祐介∥著 角川春樹事務所

・海神の島 池上 永一∥著 中央公論新社

・えにし屋春秋 あさの あつこ∥著 角川春樹事務所

・鏡影劇場 逢坂 剛∥著 新潮社

・炉辺の風おと 梨木 香歩∥著 毎日新聞出版

・猫弁と星の王子 大山 淳子∥著 講談社

・作家の贅沢すぎる時間 伊集院 静∥著 双葉社

・真夜中のたずねびと 恒川 光太郎∥著 新潮社

・風よあらしよ 村山 由佳∥著 集英社

・三度目の恋 川上 弘美∥著 中央公論新社

・汚れた手をそこで拭かない 芦沢 央∥著 文藝春秋

・サバイバル家族 服部 文祥∥著 中央公論新社

・たべるたのしみ 甲斐 みのり∥著 mille books

・ネヴァー・ゲーム

ジェフリー ディーヴァー∥著 文藝春秋

＜暮らしのほん＞

・まさこ百景 伊藤 まさこ∥著 ほぼ日

・しょうがの料理 有元 葉子∥著 東京書籍

・とびきりかわいいスタイ ブティック社

・ちいさなお直し いわせ あさこ∥ほか著 池田書店

・発酵ベジあんのおかずとおやつ 木村 幸子∥著 WAVE出版

・ふわふわカステラの本 中川 たま∥著 主婦と生活社

＜なんだか気になるほん＞

・にっぽんの美しい民藝 萩原 健太郎∥著 エクスナレッジ

・中野京子の西洋奇譚 中野 京子∥著 中央公論新社

・沖縄米軍基地全史 野添 文彬∥著 吉川弘文館

・藁を手に旅に出よう 荒木 博行∥著 文藝春秋

・理系。 川村 元気∥著 養老 孟司∥ほか著 文藝春秋

・東大なんか入らなきゃよかった 池田 渓∥著 飛鳥新社

・在宅HACKS! 小山 龍介∥著 東洋経済新報社

・京アニ事件 津堅 信之∥著 平凡社

・三島由紀夫事件50年目の証言 西 法太郎∥著 新潮社

・世界で一番美しい「もの」のしくみ図鑑

セオドア グレイ∥著 創元社

・GOOD DESIGN FILE 高橋 克典∥著 遊泳舎

・行った気になる世界遺産 鈴木 亮平∥著 ワニブックス

・LIFESPAN デビッド A.シンクレア∥他著 東洋経済新報社

・ダーウィン『種の起源』を漫画で読む

チャールズ ダーウィン∥文 いそっぷ社

・<現代語訳>ベスト・オブ・渋沢栄一 渋沢 栄一∥著 NHK出版

ＮＥＷ

11月は世界が注目するアメリカ大統領選挙があります。

私たちの求めるトップとは？リーダーとは？彼らの生き様

や考え方など、国内外のトップたちを特集します。

「リーダーたち」

「ミリオンブック あつめました」

＜新型コロナウイルスに関する本＞

・ウイルスと外交 古閑 比斗志∥著 扶桑社

・武漢日記 方方∥著 河出書房新社

・コロナと生きる 内田 樹∥著 岩田 健太郎∥著 朝日新聞出版

・ウイルスと人間 山内 一也∥著 岩波書店

・ドキュメント感染症利権 山岡 淳一郎∥著 筑摩書房

・感染症の日本史 磯田 道史∥著 文藝春秋

・コロナ不安に向き合う 藤本 修∥著 平凡社

・新訳ペスト ダニエル デフォー∥著 興陽館

・英国ロックダウン100日日記 入江 敦彦∥著 本の雑誌社

貸出中のものは

予約もできます。ＮＥＷ

ＮＥＷ

ＮＥＷ
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ブックリサイクル

（勤労感謝の日）

休館日

祝日開館

3029

22
休館日

土日 月 火 水 木 金

13108 9

6 7

11

5

（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

（10：00～16：00）

16
ブックリサイクル

15

【展示】⇒23 24
（11：00～）

18
にじいろスマイル休館日

17

（10：00～16：00）

1 2 3 4
休館日

休館日

【展示】⇒

【展示】⇒

Ｊａｓｏｎ’ｓ
ストーリータイム

（11：00～）

12

19

はらぺこあおむしの
おはなし会ちょっとSP

（14：00～）

図書館シネマ

（14：00/19：00）

11/1⇒11/15
図書館クロニクル～
「愛されて支えられて

30年～」

11/1⇒11/15
「パパと娘の写真

展」

11/25⇒12/13
「人権週間作品

展」

祝日開館
（文化の日）

（14：30～）

11/18⇒11/22
「北彩会絵画展」

25 28

14

26 27

20

【日時】11/14（土）・11/15（日）10：00～16：00

【場所】AVホール

【時間】15分間 （完全入替制です）

【冊数】おひとり10冊まで

【注意点】
●当日は整理券の配布はありません。お一人ずつ列にならんでもら

い、順々にホールへご案内いたします。密にならない程度に人数制

限をします。

●参加時にはマスク着用、大きな声で話すのを控える等、引き続き

ご協力をお願いいたします。また、体調の悪い方はご遠慮ください。

●イベントは予定です。変更がある時は図書館ホームページ、掲示

物でお知らせいたします。図書館まで問い合わせください。

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（9月21日～10月20日受付分）

太刀川正樹 金川顕教 行橋市歴史資料館 公益財団法人国土地理協会 株式会社シティ情報ふくおか

学研ホールディングス モアコスメティックス株式会社 一般社団法人家の光協会

他１名（匿名希望）

楽しみにしていたアニバーサリーコンサートが配信ライブとなり、

残念でしょうがない。だけどこのご時世の中、精一杯のことをして

くれたんだとも思い、関係者各位と技術の進歩に感謝の思いもいっ

ぱいです。スマホの画面をテレビの大画面で見るという技術がわが

家にもたらされた副産物もありました( ´艸｀)。 （Ｋ．Ｓ）

「はじまりの歌」

出演：松本 潤 榮倉 奈々
日時：11月11日（水）14：00/19：00

場所：図書館ＡＶホール

定員：35名

10/25（日）ハロウィン

お楽しみゲームがおこな

われました。子育て支援

隊にじいろさんのゲーム

や、ジェイソンさんの英

語でよむえほんのよみき

かせなど、楽しいひとと

きをすごしました。

10/20（火）～30（金）

図書館開館30周年を記念

して、苅田山笠の展示を

おこないました。今年は

コロナ禍による祭りの中

止で、いつもと違う10月

を感じていましたが、そ

んな気持ちを打破するが

如く、力強い展示となり

ました。苅田山笠保存振

興会のみなさま、協力あ

りがとうございました！


