
星を掬う 町田 そのこ

塞王の楯 今村 翔吾

ジェイソン流お金の増やし方 厚切りジェイソン

・

宮城谷 昌光

・ 東野 圭吾　　　　　　　マスカレード・ゲーム

　　　元彼の遺言状

　　　同志少女よ、敵を撃て 逢坂 冬馬

櫛木 理宇

新川 帆立

・

　　　　　　　死刑にいたる病

　　　　　　　公孫龍　巻2

・

・

瀬尾 まいこ

佐伯 泰英

三上 延　　ビブリア古書堂の事件手帖2-3

　　　　　　　風に訊け

・

・

・

東野 圭吾

・

・

　　　　　　　夏の体温

・

・

・赤と青とエスキース 青山 美智子

・香君（上・下） 上橋 菜穂子

・　　京都寺町三条のホームズ18 望月 麻衣

・

透明な螺旋

　　　奇跡 林 真理子
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2022年6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

6月は梅雨の季節ですね。

これからの季節大雨や台風など、お天気が気になる季節が

続きます。

豪雨災害や天気の見方、雲や空の図鑑・最近よく聞く天気

痛など、天気に関する本を集めました。

「6月、雨の気になるエトセトラ」

「あめがふると…♪」

貸出中の本は、

ネットからも予約できます。

6月はあめのきせつ。

あめがふると元気になるいきものや、あめのひにかつやくす

るかさやながぐつなど、あめを楽しめるおはなしをあつめま

した。

＜小説・エッセイ・紀行・ノンフィクション＞

・石原慎太郎と日本の青春 文藝春秋

・ミステリーの女王夏樹静子と福岡 福岡市文学館

・心心 石田 衣良∥著 KADOKAWA

・本からはじまる物語 阿刀田 高∥著 KADOKAWA

・やめるな外科医 中山 祐次郎∥著 幻冬舎

・遺す言葉 瀬戸内 寂聴∥著 祥伝社

・泣き虫先生 ねじめ 正一∥著 新日本出版社

・スタッフロール 深緑 野分∥著 文藝春秋

・タダキ君、勉強してる? 伊集院 静∥著 集英社

・君たちはしかし再び来い 山下 澄人∥著 文藝春秋

・陽だまりに至る病 天祢 涼∥著 文藝春秋

・人生の決算書 曽野 綾子∥著 文藝春秋

・ハイドロサルファイト・コンク 花村 萬月∥著 集英社

・アルツ村 南 杏子∥著 講談社

・人は生きていく上で何が大切か 吉沢 久子∥著 青志社

・フルスロットル ジェフリー ディーヴァー∥著 文藝春秋

・かくも甘き果実 モニク トゥルン∥著 集英社

＜暮らしのほん＞

・薬膳ナムル手帖 植木 もも子∥著 家の光協会

・食べて飲んで中性脂肪とコレステロールをへらす本

栗原 毅∥著 興陽館

・70歳からは超シンプル調理で「栄養がとれる」食事に変える!

塩野崎 淳子∥著 すばる舎

・えっ?これ全部ホットプレートで作っちゃったんですか?

米澤 文雄∥著 EDITORS

・食べて元気になる55歳からのoneチンおかず

武蔵 裕子∥著 主婦と生活社

＜SDGsに関する本＞

・調べてみよう!国際機関の仕事～SDGs時代へ 3

吉村 祥子∥監修 汐文社

・SDGsキャラクター図鑑 秋山 宏次郎∥監修

日本図書センター

・おやこで話すはじめてのSDGs コール智子∥著

日本能率協会マネジメントセンター

・エネルギーって何だろう? 小池 康郎∥監修 PHP研究所

・難民に希望の光を 中村 恵∥著 平凡社

＜なんだか気になるほん＞

・<自分>を知りたい君たちへ 養老 孟司∥著 毎日新聞出版

・オッサンの壁 佐藤 千矢子∥著 講談社

・生きベタさん 釈 徹宗∥著 講談社

・「前向きに生きる」ことに疲れたら読む本 南 直哉∥著 アスコム

・2度目の会話が続きません 野口 敏∥著 サンクチュアリ出版

・新型コロナの不安に答える 宮坂 昌之∥著 講談社

・ロシア点描 小泉 悠∥著 PHP研究所

・株トイプー物語 いぬまん∥著 画 KADOKAWA

・こどもスマホルール 竹内 和雄∥著 時事通信出版局

・世界はこうしてできている美しい物理のしくみ

川村 康文∥監修 西東社

・世の中は奇跡であふれている 鳥越 規央∥著 WAVE出版

・女はいつも、どっかが痛い やまざき あつこ∥著 小学館

・「目」のトリセツ 杉田 美由紀∥監修 主婦の友社

・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

・小澤征爾、兄弟と語る 小澤 俊夫∥著 岩波書店

・映画を早送りで観る人たち 稲田 豊史∥著 光文社

・英語の階級 新井 潤美∥著 講談社

・司馬遼太郎もうひとつの幕末史 朝日新聞出版

・夏井いつき、俳句を旅する 夏井 いつき∥著 悟空出版

ＮＥＷ

ＮＥＷ

ＮＥＷ

ＮＥＷ

ＮＥＷ
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図書館員の
おはなしタイム

6/14は認知症予防の日

図書館員による大人のおはなしタイム

日時：6月14日（火）午後3時から

場所：苅田町立図書館AVホール

定数：先着15名 ※直接AVホールへお越しください。

対象：大人（中学生以上）

内容：語り、絵本の読み聞かせ、わらべうた など

今回は簡単な工作もあります。一緒に楽しみましょう♪

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（4月21日～5月20日受付分）

唐崎愛子 林哲広 久留米リハビリステーション さかい歯科医院

日本建築学会九州支部 他４名（匿名希望）

【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

図書館まつり 5/14（土）・5/15（日）

★5/14（土）図書館員のおはなしタイムスペシャル

図書館まつりにちなんで、

としょかんがでてくる絵本や

かみしばい、手遊びなどの他に

5月15日に行われた

「かんだ港まつり2022」に

合わせて、花火の絵本の読み聞かせをしました。

「飛び出す花火」の工作も上手に作れました★

★5/15（日）苅田ウインドアンサンブルファミリーコンサート

15名のメンバーが奏でる音楽は圧巻！おなじみの童謡から紅蓮華といっ

た流行りの曲も演奏し、年代関係なく楽しめたステージでした♪

ＮＨＫ大河ドラマ【鎌倉殿の13人】にも登場する弁慶が主役のテレビドラマ

6月11日（土） 14：00～ 「武蔵坊弁慶 前」 （86分）

6月12日（日） 14：00～ 「武蔵坊弁慶 後」 （93分）

重光 亨彦／演出 中村 吉右衛門／出演
※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。

★5/28（土）・5/29（日） ブックリサイクル

半年ぶりのブックリサイクル。

今回もたくさんの方が

参加してくださいました。

こんなことがありました。

５月の図書館★ダイジェスト


