
甲良町立図書館 TEL：38-8088 FAX：38-8089

図書館ホームページ http://www.koura-lib.jp/

ぴよぴよひよこのおはなし会
11月 18日（金）１１：００～

０・１・２歳のあかちゃん向けの

おはなし会です。

絵本を読んだり手遊びをしたりします。

おはなし会
11月 12日（土）１１：００～
季節の絵本や紙芝居などをつかった

楽しいおはなし会です。

※小さいお子さまからご参加いただけます。

開館時間/水・木・金 10：00～18：00 土・日 10：00～17：00（ の日はお休みです）

2022/11

図書館ＨＰでも

図書館だよりカラー版を

ご覧いただけます！

野草水彩画展
期間：１１月5日（土）～１１月２７日（日）

甲良町在住kimiさんによる、

身近にある野草を水彩で描いた作品です。

ぜひ、ご覧ください。
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１２月
図書館では毎月テーマ展示をしています。

図書館廊下スペースにて月ごとにテーマを

変えて本の展示をしています。

その時期ならではのオススメ本があります。

ぜひご利用ください！
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タ　イ　ト　ル 著　者 出版社 請求記号

エフィラは泳ぎ出せない 五十嵐　大 東京創元社 F イガ

レペゼン母 宇野　碧 講談社 F ウノ

介護者Ｄ 河崎　秋子 朝日新聞出版 F カワ

裂けた明日 佐々木　譲 新潮社 F ササ

ヘルンとセツ 田渕　久美子 ＮＨＫ出版 F タブ

オリンピックを殺す日 堂場　瞬一 文藝春秋 F ドウ

汝、星のごとく 凪良　ゆう 講談社 F ナギ

家裁調査官・庵原かのん 乃南　アサ 新潮社 F ノナ

あの子とＱ 万城目　学 新潮社 F マキ

流れる星をつかまえに 吉川　トリコ ポプラ社 F ヨシ

　家族仲がしっくりいかず生き方に迷う主婦。ゲイであることに葛藤する男子高生。ままならない
日常に悩み惑う人たちが踏み出す一歩に元気がもらえる短編集。

 ～ 図 書 館 に 新 し く 入 っ た 本 の 紹 介 ～
＊貸出中の本は予約してもらえます。電話でもおうかがいします。お気軽にどうぞ。

 ＊新刊の一部を紹介しています。新刊の棚もご覧下さい。

＊HPでは新刊の全図書をご覧いただけます。http://www.koura-lib.jp/
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　東京でフリーライターとして働く小野寺衛は、知的障害のある兄が自殺したという報せを受ける。
7年ぶりに故郷へ戻った衛は、兄の死の真相を探るため関わりの深かった人物に話を聞いていく。

　梅農家を営む明子の唯一の気がかりは、借金まみれのダメ息子・雄大のこと。ある日、偶然にも
雄大がラップバトルの大会に出場することを知り、明子はマイクを握り立ち上がる。

   30歳、契約社員、未婚の琴美は何となく住んでいる東京から、父の介護のため札幌へ戻ることを
決めた。まだ何者にもなれていない琴美の唯一の救いは「推し」の存在だった。

　内戦下の日本。追われる母娘に出会った元公務員の信也は、2人を安全圏まで送り届けようと
決断する。役所勤めの経験を生かし、意外なルートで軍事境界線を突破していく。

　明治23年、ニューヨークから来た作家ハーンと、武家の娘だが明治維新により困窮の底に沈んだ
セツ。縁あって出会ったセツの語る怪談にハーンは興味を示し、繰り返し話すよう頼む。

　コロナ禍、強引に開催された東京五輪の最中、大学教授が謎の言葉を残して日本を去った。
数年後、新たなスポーツ大会「ザ・ゲーム」の計画が浮上する。果たして、この大会の黒幕は
誰なのか。

　瀬戸内の島に育った高校生の暁海と、自由奔放な母の恋愛に振り回され島に転校してきた櫂。
ともに心に孤独と欠落を抱えた二人は、惹かれ合い、すれ違い、そして成長していく。
ひとつではない愛の物語。

　庵原かのんは、福岡家裁北九州支部の少年係調査官。罪を犯した少年少女や親たちとの面会を
繰り返す中で、やがて厳しい家庭の事情や社会の現実に直面していく。

　普段は吸血鬼であることを意識せず過ごす高校生・嵐野弓子の前に、「Q」と名乗るばけものが
現れた。17歳の誕生日を迎えるまでの11日間、人間の血を吸わないか監視しに来たと言う。
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タ　イ　ト　ル 著　者 出版社 請求記号

ＳＮＳ別最新著作権入門 井上　拓 誠文堂新光社 021.2 ｲﾉ

アタッチメントがわかる本 遠藤　利彦 講談社 143 ｱﾀ

女女問題のトリセツ 黒川　伊保子
ＳＢ
クリエイティブ

143.5 ｸﾛ

考えるあなたのための倫理入門
メアリー・
ウォーノック 春秋社 150 ｳｵ

日本の仏様ご利益事典 塩入　法道 神宮館 186.8 ﾆﾎ

もういちど読みとおす山川新日本史　上・下 大津　透 山川出版社 210.1 ﾓｳ

１６テーマで知る鎌倉武士の生活 西田　友広 岩波書店 210.4 ﾆｼ

レンズが撮らえた幕末日本の事件史 日本カメラ博物館 山川出版社 210.5 ﾚﾝ

悪党たちの中華帝国 岡本　隆司 新潮社 222.0 ｵｶ

ケルトの解剖図鑑 原　聖 エクスナレッジ 230.3 ﾊﾗ

私のことば体験 松居　直 福音館書店 289.1 ﾏﾂ

ワシントン   共和国の最初の大統領 中野　勝郎 山川出版社 289.3 ﾜｼ

るるぶ横浜鎌倉　’２３
ＪＴＢ
パブリッシング

291.3 ﾙﾙ

海旅島旅　伊勢・鳥羽・志摩　２０２２ 舵社 291.5 ｳﾐ 

秋紅葉の京都　２０２２ 昭文社 291.6 ｱｷ

図解よくわかる地方議会のしくみ 武田　正孝 学陽書房 318.4 ﾀｹ

入管問題とは何か 鈴木　江理子 明石書店 329.9 ﾆﾕ

会社のことよくわからないまま社会人になった人へ 池上　彰 ダイヤモンド社 335.4 ｲｹ

職場の困った人対応マニュアル 援川　聡 ＷＡＶＥ出版 336.4 ｴﾝ

ほんとうの定年後　「小さな仕事」が日本社会を救う 坂本　貴志 講談社 366.2 ｻｶ

差別は思いやりでは解決しない 神谷　悠一 集英社 367.1 ｶﾐ

老いの玉手箱　痛快！心地よく生きるヒント１００ 樋口　恵子 中央公論新社 367.3 ﾋｸﾞ

もうすぐ死に逝く私からいまを生きる君たちへ 水谷　修 鳳書院 367.6 ﾐｽﾞ

９０歳になっても、楽しく生きる 樋口　恵子 大和書房 367.7 ﾋｸﾞ

介活入門　将来の介護に備えて、今やるべきことがわかる本 牛越　博文 講談社 369.2 ｶｲ

もしもに役立つ、いつものモノ選び 松永　りえ
エムディエヌ
コーポレーション

369.3 ﾏﾂ

教育の未来　変革の世紀を生き抜くために 安西　祐一郎 中央公論新社 370.4 ｱﾝ

不登校でも学べる　学校に行きたくないと言えたとき おおた　としまさ 集英社 371.4 ｵｵ

犯罪心理学者が教える子どもを呪う言葉・救う言葉 出口　保行
ＳＢ
クリエイティブ

379.9 ﾃﾞｸﾞ

知らないと後悔する日本が侵攻される日 佐藤　正久 幻冬舎 392.1 ｻﾄ

世界を変えた実験と研究 齋藤　勝裕 技術評論社 407 ｻｲ

文系のためのめっちゃやさしい時間 吉田　直紀 ニュートンプレス 421.2 ﾌﾞﾝ

なぜ、その地形は生まれたのか？ 松本　穂高 日本実業出版社 454.9 ﾏﾂ

日本の美しい水族館 銀鏡　つかさ エクスナレッジ 480.7 ｼﾛ

腎臓が寿命を決める 黒尾　誠 幻冬舎 491.3 ｸﾛ

ホルモン全史
Ｒ．Ｈ．
エプスタイン 化学同人 491.4 ｴﾌﾟ

「肩が痛い」「腕が上がらない」人のお助けＢＯＯＫ 町田　秀樹 主婦の友社 493.6 ﾏﾁ

家族が「うつ」になって、不安なときに読む本 下園　壮太 日本実業出版社 493.7 ｼﾓ

褥瘡予防のためのポジショニングとケア 水原　章浩 ナツメ社 494.8 ｼﾞﾖ

病院清掃というお仕事 日本病院清掃協会 朝日出版社 498.1 ﾋﾞﾖ

気象病ハンドブック 久手堅　司 誠文堂新光社 498.4 ｸﾃﾞ

漢方薬剤師が教える薬のキホン 平地　治美 日貿出版社 499.1 ﾋﾗ
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タ　イ　ト　ル 著　者 出版社 請求記号

最新住宅業界の動向とカラクリがよ～くわかる本 阿部　守 秀和システム 520.9 ｱﾍﾞ

メガネの歴史
ジェシカ・
グラスコック 原書房 535.8 ｸﾞﾗ

ＤＩＹでキャンピングカーを作る キャンプ 537.9 ﾃﾞｲ

１００ＢＡＳＩＣＳ   靴＆スニーカー傑作１００選 Ｂｅｇｉｎ 589.2 ﾋﾔ

６０歳からの疲れない家事 本間　朝子 青春出版社 590 ﾎﾝ

老後の心配はおやめなさい 荻原　博子 新潮社 591 ｵｷﾞ

ボトムス全書 ブティック社 593.3 ﾎﾞﾄ

アフガン編みのこもの 岡本　啓子 ブティック社 594.3 ｱﾌ

脱白髪染めのはじめかた 伊熊　奈美 グラフィック社 595.4 ｲｸ

これでよゆうの晩ごはん 暮しの手帖編集部 暮しの手帖社 596 ｺﾚ

家庭料理の窓 木村　衣有子 平凡社 596.0 ｷﾑ

きのこのレシピ帖 松島　由恵 パルコエンタ
テインメント事業部 596.3 ﾏﾂ

農家はもっと減っていい 久松　達央 光文社 612.1 ﾋｻ

農家が教えるわくわくマメつくり 農文協 農山漁村文化協会 616.7 ﾉｳ

手軽にふやせるさし木・株分け・とり木・つぎ木・種まき 渡辺　均 ブティック社 627.1 ﾃｶﾞ

最新ＥＣ物流の動向と仕組みがよ～くわかる本 角井　亮一 秀和システム 675.4 ｶｸ

エリック・カール　　絵本の秘密をさぐる 平凡社 726.6 ｴﾘ

にほんの海      日本列島海中景色紀行 鍵井　靖章 山と溪谷社 748 ｶｷﾞ

ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａの手づくりおもちゃ
ｔｕｐｅｒａ
ｔｕｐｅｒａ 河出書房新社 750 ﾂﾍﾟ

大人かわいい折り紙＆雑貨
日本ペーパー
アート協会 ブティック社 754.9 ｵﾄ

最新音楽業界の動向とカラクリがよくわかる本 山口　哲一 秀和システム 760.9 ﾔﾏ

できるゼロからはじめる作曲超入門 侘美　秀俊
リットー
ミュージック

763.9 ﾀｸ

親愛なる向田邦子さま 森繁　久彌 河出書房新社 910.2 ｼﾝ

終楽章   歌集 笹　公人 短歌研究社 911.1 ｻｻ

シルバー川柳　上を向いて歩こう編
みやぎ
シルバーネット 河出書房新社 911.4 ｼﾙ

絵本のことば詩のことば 内田　麟太郎 皓星社 914.6 ｳﾁ

流浪地球 劉　慈欣 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 923.7 ﾘｳ

子供が王様
デルフィーヌ・ド・
ヴィガン 東京創元社 953.7 ｳﾞｲ

ぼくはソ連生まれ ヴァシレ・エルヌ 群像社 979.1 ｴﾙ

戦争日記　鉛筆１本で描いたウクライナのある家族の日々
オリガ・
グレベンニク 河出書房新社 986 ｸﾞﾚ

あなたの涙は蜜の味 辻村　深月 ＰＨＰ研究所 B F ｱﾅ

珈琲屋の人々　５　心もよう 池永　陽 双葉社 B F ｲｹ

浅草ばけもの甘味祓い　７ 江本　マシメサ 小学館 B F ｴﾓ 

片手斬り   若さま同心徳川竜之助　１１ 風野　真知雄 双葉社 B F ｶｾﾞ

花嫁のれん　大女将の遺言 小松　江里子 幻冬舎 B F ｺﾏ

虹の音色が聞こえたら 関口　尚 集英社 B F ｾｷ

音無橋、たもと屋の純情 竹岡　葉月 集英社 B F ﾀｹ

剣客参上　１２　八丁堀「鬼彦組」激闘篇 鳥羽　亮 文藝春秋 B F ﾄﾊﾞ

南町番外同心　２　八丁堀の若様 牧　秀彦 二見書房 B F ﾏｷ 

迷犬マジック　２ 山本　甲士 双葉社 B F ﾔﾏ 

万葉学者、墓をしまい母を送る 上野　誠 講談社 B 916 ｳｴ

写字室の旅　闇の中の男 ポール・オースター 新潮社 B 933.7 ｵｽ
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