
東野 圭吾

・木枯らしの 佐伯 泰英

・かがみの孤城 辻村　深月

・万引き家族 是枝 裕和

・天子蒙塵 第4巻 浅田 次郎

・ことことこーこ 阿川 佐和子

・思い出が消えないうちに 川口 俊和

・億男 川村　元気

・むすびつき 畠中 恵

・ファーストラヴ 島本 理生

・ブロードキャスト 湊 かなえ

・魔力の胎動

・下町ロケット [4] 池井戸 潤

・沈黙のパレード 東野 圭吾

・未来 湊 かなえ

・愛なき世界 三浦 しをん
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2018年11月1日

くらしの中に図書館を！

＜小説・エッセイ・紀行・ノンフィクション＞

・グリーン・グリーン [2] あさの あつこ∥著 徳間書店

・吉本ばななが友だちの悩みについてこたえる

吉本 ばなな∥著 朝日新聞出版

・宴の前 堂場 瞬一∥著 集英社

・隠し味は殺意 七尾 与史∥著 角川春樹事務所

・絵里奈の消滅 香納 諒一∥著 PHP研究所

・インヴィジブル ポール オースター∥著 新潮社

・真犯人の貌 前川 裕∥著 光文社

・ベルリンは晴れているか 深緑 野分∥著 筑摩書房

・たてがみを捨てたライオンたち 白岩 玄∥著 集英社

・任務の終わり （上・下）

スティーヴン キング∥著 文藝春秋

人気のある本

せかいじゅうのみんながよくしってるキャラクター、ミッ

キーマウス。こんげつ18日は、たんじょうびです。そして

ミッキーがデビューしてことしは90年になるんだって！

こんげつはミッキーのえほんや、ディズニーキャラクター

たちのほんをあつめてみたよ！

特設コーナー

特 集

児 童 特 集

「11月はこんな記念日」

「ハロー！ぼくミッキー。ハハッ♪」

11月は3日の文化の日に始まり、11日はポッキーの日、

17日は将棋の日、18日は土木の日、22日はいい夫婦の日、

23日は勤労感謝の日など、色々面白い日があるようです。

今月はそんな11月「〇〇の日」にちなんだ本を集めてみま

した。

＜なんだか気になるほん＞

・『賢い子』は図鑑で育てる 瀧 靖之∥著 講談社

・寝る前に見るだけで近視・老眼がよくなる魔法の写真31 

本部 千博∥監修 PHP研究所

・50歳からの婦人科 こころとからだのセルフケア

松峯 寿美∥監修 高橋書店

・亥年のゆる文字年賀状 筆ペンで書く 作例93 

宇田川 一美∥著 誠文堂新光社

・江戸の読書会 前田 勉∥著 平凡社

・ホモ・デウス（上・下）

ユヴァル ノア ハラリ∥著 河出書房新社

・50 50 いまの経済をつくったモノ

ティム ハーフォード∥著 日本経済新聞出版社

・今日からはじめる健康マージャン入門

日本健康麻将協会∥監修 朝日新聞出版

・男の子がひとりでできる「片づけ」

中村 佳子∥著 KADOKAWA

＜暮らしのほん＞

・折り紙で作るディズニーキャラクター変身グッズ!

いしばし なおこ∥著 世界文化社

・かわいい鳥のエコたわし100 朝日新聞出版

・わがまま糖質オフBOOK オレンジページ

・はじめて作る小さな手まり 木原 小夜∥著 ブティック社

・10分でスグでき!ヘルシー!水煮缶レシピ 河出書房新社

・ときめく薔薇図鑑 元木 はるみ∥文 山と溪谷社

・

and more...

貸出中のものは

予約もできます。

＜えほん＞

・ふようどのふよこちゃん 飯野 和好∥作 理論社

・パンのずかん 大森 裕子∥作 白泉社

・パフェをつくろう! 新井 洋行∥作 ほるぷ出版

・ひっぱれば 長野 ヒデ子∥さく 福音館書店

・おいも! 石津 ちひろ∥文 村上 康成∥絵 小峰書店

・まいにちがプレゼント いもと ようこ∥作絵 金の星社
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Ｊａｓｏｎ’ｓ
ストーリータイム

はらぺこあおむしの
おはなし会ＳＰ

祝日開館

11/20⇒12/9
人権週間作品展 図書館シネマ

休館日

日 月 火 水 木 金

11/1⇒11/4
読書週間企画

「わたしのワンフ
レーズ∞」

964 5

11/7⇒11/11
絵画展

（北彩会）

11/13⇒11/18
等覚寺棚田まつり

の作品展示

京都高校吹奏楽部
演奏会（14：00～）

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）

日本経済新聞出版社

久冨 正美 萩原 覚 小野 千恵子 橋本 昭雄 山本 正照 楠根 圭子 さかい歯科医院

熊本県益城町教育委員会 福岡県 人づくり・県民生活部 国立研究開発法人 防災科学技術研究所

他1名（匿名希望）

予約もできます。

「スープ・オペラ」

主演：坂井 真紀 西島 隆弘

日時：2日（金）①14：00～/

②19：00～

場所：図書館ＡＶホール

Ｊａｓｏｎ’ｓストーリータイム １１：００から

はらぺこあおむしのおはなし会ＳＰ １１：００から
図書館員のおはなしタイム １４：３０から

おはなしハンプティのむかしばなし １４：３０から

にじいろスマイル １１：００から

図書館ビンゴ！に

参加しよう！

図書館にある色々な本を読んで応

募しよう！カウンターに置いてある

ビンゴ用紙を持っていざ開始！

●参加期間：11月1日（木）～

11月11日（日）16：59

※17：00～抽選会

抽選でステキな景品が当たるか

も？！10/28（日）ジェイソンさんによるハロウィン

おはなし会！盛り上がったね～！英語で「ト

リックオアトリート！」みんな言えたね！！

●日時：11月22日（木） 19：00〜20：30

●場所：苅田町立図書館ＡＶホール※図書館閉館後のご案内になります。

●参加：無料
以下のルールをご確認ください！

●図書館に関係のあることを話す。

●自分たちのアイディアや図書館でしたいことを話す、披露する。

●他の人の話を否定・中傷しない。

●問合・申込：苅田町立図書館

秋の読書週間まつり

11/1（木）～11/4（日）

10/13（土）ハーバリウ

ム講座がありました。

花の種類の豊富さと組

み合わせ方で様々な

アートが生み出されて

いましたね♪

10/23（火）・24（水）

苅田中学校２年生が図書

館職場体験をしました。

本の修理や装備、貸出な

どの仕事に携わりました。

金の星社

10/23（火）南原

小学校２年生の町

探検で図書館に

やってきました。

色んな工夫に驚

き！？


