
・

・

52ヘルツのクジラたち

小説8050

浅田 美代子

コンビニ兄弟

町田 そのこ

元彼の遺言状

テスカトリポカ

ブレイディみかこ　　　ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー２ 

　　　　　　　ひとりじめ

・

　　　硝子の塔の殺人 知念 実希人

ドキュメント 湊 かなえ

・

・　　　　　　　　さよならも言えないうちに 川口 俊和

・　　　　　　　陰の人 佐伯 泰英

・　　　　　　　ペッパーズ・ゴースト 伊坂 幸太郎

・　　　　　　　星を掬う 町田 そのこ

・ 東野 圭吾　　　透明な螺旋

琥珀の夏 辻村 深月

佐藤 究・

林 真理子

新川 帆立

町田 そのこ

・

白鳥とコウモリ

・

・

・

・

・ 東野 圭吾

第 374 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

2021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

＜小説・エッセイ・紀行・ノンフィクション＞

・万葉の鳥 山下 景子∥著 誠文堂新光社

・アフター・サイレンス 本多 孝好∥著 集英社

・一人飲みで生きていく 稲垣 えみ子∥著 朝日出版社

・土になる 坂口 恭平∥画 文 文藝春秋

・狙われた楽園 ジョン グリシャム∥著 中央公論新社

・涅槃（上・下） 垣根 涼介∥著 朝日新聞出版

・アルテミスの涙 下村 敦史∥著 小学館

・月と日の后 冲方 丁∥著 PHP研究所

・魔の山 ジェフリー ディーヴァー∥著 文藝春秋

・ヨルガオ殺人事件 （上・下）

アンソニー ホロヴィッツ∥著 東京創元社

・カミサマはそういない 深緑 野分∥著 集英社

・妻から哲学 土屋 賢二∥著 文藝春秋

・三国志名臣列伝 魏篇 宮城谷 昌光∥著 文藝春秋

・二人の噓 一雫ライオン∥著 幻冬舎

・明日、世界がこのままだったら 行成 薫∥著 集英社

＜暮らしのほん＞

・オートミール健康レシピ 植草 真奈美∥ほか監修 扶桑社

・365日あなたを支える!究極のお助けごはん 角川春樹事務所

・腸活オートミール弁当 工藤 あき∥監修 池田書店

・ディズニーフェルトマスコット

佐々木 公子∥著 ブティック社

・和えもの春夏秋冬 ワタナベ マキ∥著 誠文堂新光社

・楽してキレイが続くシンプル収納 aki∥著 あさ出版

・55分で焼きたてパン 沼津 りえ∥著 主婦の友社

＜なんだか気になるほん＞

・こども六法の使い方 山崎 聡一郎∥著 弘文堂

・オカルト怪異事典 寺井 広樹∥著 笠間書院

・子ども介護者 濱島 淑惠∥著 KADOKAWA

・都会の異界 高橋 弘樹∥著 産業編集センター

・娘の遺体は凍っていた 文春オンライン特集班∥著 文藝春秋

・認知症世界の歩き方 筧 裕介∥著 ライツ社

・平等バカ 池田 清彦∥著 扶桑社

・開高健の本棚 開高 健∥著 河出書房新社

・心の免疫力 加藤 諦三∥著 PHP研究所

・ウイグル人という罪 福島 香織∥文 扶桑社

・とにかくメンタル強くしたいんですが、どうしたらいいですか?

下園 壮太∥著 サンマーク出版

・日本のジーパン 林 芳亨∥著 光文社

・山に生きる 三宅 岳∥著 山と溪谷社

・観察力の鍛え方 佐渡島 庸平∥著 SBクリエイティブ

・山地図本 九州・山口の登山ルートガイド 秋編 西日本新聞社

・40代が、こんなにしんどいなんて聞いてなかった

フカザワ ナオコ∥著 幻冬舎

・PTAモヤモヤの正体 堀内 京子∥著 筑摩書房

・中国料理の世界史 岩間 一弘∥著 慶應義塾大学出版会

・女性皇族の結婚とは何か 工藤 美代子∥著 毎日新聞出版

・アンダルシアの洞窟暮らし 太田 尚樹∥著 青春出版社

・生理CAMP 工藤 里紗∥監修 集英社

ＮＥＷ

局中法度を作りあげ、ただの荒くれ集団を幕末最強にして

最恐軍団に作り上げた新選組副長、土方歳三。鬼の副長と

恐れられた彼の生き様が映画「燃えよ剣」で蘇る。初代局長

芹沢鴨、二代目近藤勇の片腕となりながら、常に裏から差配

する土方歳三の人間性に迫りつつ、新選組の個性豊かな

面々や実態を改めて読みといてみませんか？

「伝説の剣客集団～幕末、命燃やした

男たち～」

「おいしい あき みぃつけた」

＜新型コロナウイルスに関する本＞

・感染症ってなんだろう? 知っておきたい基礎知識

岡田 晴恵∥著 岩崎書店

・コロナ制圧 梅屋 真一郎∥著 日経BP日本経済新聞出版本部

・ペスト カミュ∥著 光文社

ＮＥＷ

貸出中の本は、

ネットからも予約

できます。

ＮＥＷ

ＮＥＷ

みのりのきせつになりました。たわわにみのったお米の

穂をみていると、だいちのめぐみをかんじますね。おいも

やくりなど、どんなふうにたべるかな？
ＮＥＷ
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（10：00～16：00）

（14：00～）

本館は19：00まで
開館しています

本館は19：00まで
開館しています

26 27
（14：30～）

ブックリサイクル

図書館シネマ

13

22

（勤労感謝の日）

本館は19：00まで
開館しています

23 25

（14：30～）

図書館員の
おはなしタイム

29

16 17

祝日開館休館日

11/2⇒11/7
「私の主張～〇〇
がしたい！～」

本館は19：00まで
開館しています

館内整理日

（11：00～）

18
おはなしハンプティの

むかしばなし

20
にじいろスマイルの

おはなし会

30

土日 月 火 水 木 金

1297 8

5 62 4

1110

3
ブックリサイクル

28

21

休館日

休館日

14 15

休館日

祝日開館

図書館イベント
（詳しくは下記を
ご覧ください）

19

【展示】⇒

Ｊａｓｏｎ’ｓ
ストーリータイム

本館は19：00まで
開館しています

本館は19：00まで
開館しています

本館は19：00まで
開館しています

本館は19：00まで
開館しています1

休館日
（11：00～）

（10：00～16：00）

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（9月21日～10月20日受付分）

唐崎愛子 村上敏子 渡邊幸一

さかい歯科医院

他３名（匿名希望）

ここ数日急に寒くなりました。あまりに急だったので、衣替えはも

ちろん布団も夏用のままで、慌てて色々な物を引っ張り出しました。

居間には早くもこたつが登場し、その横にはつい先日まで使っていた

扇風機が…。あまりの気温の変化に体がついていけません。わが家の

猫も急な寒さに、体を小さく丸めて寝ていました。（S）

【開館時間】 9：30～17：30

木・金曜日は9：30～19：00（本館のみ）

西部公民館図書室

9：30～13：00 14：00～17：30

館内では、マスク着用、手

指の消毒、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。

◆11月14日（日） 14：00～

「手紙」（120分）

監督：生野 慈朗

出演：山田 孝之、玉山 鉄二

場所：AVホール 定員：35名

※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、図書館までご確

認ください。

サイトへアクセス！
こちらのQRコードを読み取るか、

https://kanda-

library.overdrive.com

を直接入力して、

サイトに入って

サインイン！

【ご利用ください！

電子図書サービス】

◆第25回◆

秋の読書週間まつり 11/2（火）～11/7（日）

●11/3（水・祝）11：00～

キャッキエラマンドリンアンサンブル

ミニミニコンサート
「パプリカ」「君をのせて」など。マンドリンならではのアレ

ンジと音色に、秋のひととき、いかがでしょう。

●11/3（水・祝）14：00～

おはなしハンプティのおはなし会スペシャル
てあそび、わらべうた、語りなど。おみやげもあるよ。

※AVホールでおこないます。

11/6（土）,7（日）
10：00～16：00

ブックリサイクル

おひとり10冊まで。15分ごと入替制。20

名ずつAVホールにご案内します。

※参加できるのは、有効期限内の「と

しょかん利用券」（紛失届控え可）をお

持ちの方のみです。

※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、図書館までご確認ください。


