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嘉麻市立図書館 秋の読書まつり 2015 絶賛開催中！！

大人のためのおはなし会
日時：１１月２１日（土）午後２時～３時
場所：山田生涯学習館（第１・２研修室）
出演：ボランティアサークル「碓井朗読の会」「嘉麻発きずな」の皆さん
申込先：山田図書館

※申込締切１１月２０日（金）

『いのち』をテーマにした、大人のためのおはなし会です。
絵本の読み聞かせ、朗読の世界をお楽しみください。

講師：元日本出版販売勤務

片山 茂 氏

日時：1 1 月２８日（土）午後 1 時 30 分～3 時 30 分
場所：夢サイトかほ 工作室
対象：小学１年生～中学 3 年生、定員：20 名
申込先：嘉穂図書館 ※申込締切 11 月 27 日（金）【先着順】

読書講演会「松本清張と筑豊」
日時：１１月２９日（日）
午後１時３０分～３時
会場：織田廣喜美術館（アトリエ）
講師：松本清張記念館 中川里志 氏
入場：無料、対象：一般、定員１００名
託児：有り（申込締切 11/20 まで）
申込先：碓井図書館 ※申込締切１１月２８日（土）まで

どの行事も参加費は
無料ですが、
申込が必要です！
詳しくは、
各図書館へお問い
合わせください。

【 開館時間 ・ 問合せ先 】
（火・水・木） 午前 10 時～午後 6 時

嘉麻市立

稲築・山田図書館 （金・土）

午前 10 時～午後 7 時

稲築図書館

電話：42－7046

（日・祝）

午前 10 時～午後 5 時

山田図書館

電話：53－1143

（火～土）

午前 10 時～午後 6 時

碓井図書館

電話：62－5174

（日・祝）

午前 10 時～午後 5 時

嘉穂図書館

電話：57－3610

碓井・嘉穂図書館

書

名

著 者 名

出 版 社

徳川一族大全

中山 良昭

廣済堂出版

知って得する年金のもらい方

磯村 元史

プレジデント社

トコトンやさしい電気化学の本

石原 顕光

日刊工業新聞社

糖質減らしめの糖尿病シンプルおかず２品献立

吉田 美香/指導・監修

主婦の友社

日本クラゲ大図鑑

峯水 亮/他著

平凡社

人類を変えた素晴らしき１０の材料

マーク・ミーオドヴニク

インターシフト

一年中使える！かわいいキッズの定番パンツ

一
般

児
童

絵
本

日本ヴォーグ社

はじめての木彫りどうぶつ手習い帖

はしもと みお

雷鳥社

我が家のヒミツ

奥田 英朗

集英社

虚栄 Ｖａｎｉｔｙ

久坂部 羊

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

虚人の星

島田 雅彦

講談社

うずら大名

畠中 恵

集英社

ギリギリ

原田 ひ香

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

警察庁最重要案件指定

八木 圭一

宝島社

嫌老社会を超えて

五木 寛之

中央公論新社

太陽系探査の歴史

ＭＡＲＹ ＫＡＹ ＣＡＲＳＯＮ

丸善出版

名作の中のお菓子物語

今田 美奈子

朝日学生新聞社

２分の 1 成人式

井上 林子

講談社

魚屋しめ一物語

柳沢 朝子

くもん出版

失われたものたちの本

ジョン・コナリー

東京創元社

ぱれーど

山村 浩二

講談社

じどうしゃトロット

ユリ・シュルヴィッツ

そうえん社

ながぐつボッチャ～ン

軽部 武宏

ＷＡＶＥ出版

そっくりさんどこにいるかわかるかな？

ブリッタ・テッケントラップ

ポプラ社

おべんとう

さとう めぐみ

ひかりのくに

他館にある本や、貸出中の本は予約や取り寄せができます。
カウンターにお気軽におたずねください。
「草雲雀」
葉室

麟／著
実業之日本社

媛野藩の若き藩士、栗屋
清吾は、妻の願いに応え
るため、道場仲間の山倉
の用心棒となる。だが山
倉の出世を阻もうとする
敵の刺客が、次々と襲い
かかり・・・。

「ケーキやけました」
彦坂 有紀・もりと い
ずみ/作
講談社
さぁ、おやつの時間がや
ってきました。焼きたて
のケーキはチーズケー
キ、アップルパイ・・・。
１色ずつ摺りを重ねて
いく木版画でケーキを
表現した絵本です。

稲築
おしらせ

本と雑誌のリサイクル市開催！
１１月１４日（土）10：00～19：00
１５日（日）10：00～16：00
保存期間が過ぎた古い雑誌や図書を無料で提供します。
冊数の制限はありません。なくなり次第終了です。
お持ち帰り用の袋は持参ください。

参加無料にゃ┬

にゃ～ごのおはなし会スペシャル

１1 月 2１日（土）
ごご１：３０～２：２０
秋の読書まつり恒例の「にゃ～ご」さんと図書館合同のスペシャルな
おなはし会です。終了後、移動図書館車てんとう虫号もやってくるよ！

H27 年度「絵本ですくすく」事業

ぶきっちょさんでも大丈夫！

～遊べるタオル絵本づくり♪～

日時：１２月２日（水）１０：００～１２：００
場所：稲築地区公民館 ２階講義室
内容：とっても簡単な布のタオルえほんづくり
定員：２０組 ＊要申込み！
託児：あり
申込み期間：１１月１０日（火）～１１月２５日（水）
＊先着順（市内在住者優先）
参加費：無料／材料費：３００円の徴収が有ります！
申込み・問い合わせ先：稲築図書館 ４２－７０４６
＊詳しくは、図書館のチラシ又はホームページなどをご確認下さい┓┘

嘉穂
特集
一般

「秋の夜長は謎解きを」

児童

「トイレのおはなし」

丸テーブル 「味覚の秋に乾杯！」

おすすめの 1 冊
「雪屋のロッスさん 」いしいしんじ/著

メディアファクトリ－

雪屋のロッスさんは、トラクターに似た造雪機に乗って、ほうぼうの街をまわります。
大晦日、誕生日、スキー大会、クリスマス。ロッスさんの雪は、結晶のかたちに工夫がこらされ、
通常の三倍長持ち。さて、ある冬の夜のこと――。
調律師、大泥棒、風呂屋、象使い、果物屋、棟梁、王子と神様、そして雪屋……。
しごとの数だけ物語がある。この世のふしぎがつまった 31 の小さな物語集。

お知らせ 【農業支援コーナーについて】
嘉穂図書館では、地域の方に活用
していただけるよう、農業に関す
る本を収集しています。
入口付近には農業支援コーナーも
設けていますので、調べ学習やお
仕事の参考資料として、ぜひご利
用ください。

碓井
特集

一般

「松本清張を極める!!」

児童

「かぞくっていいね」

新聞横展示「冬支度の季節が来た！」
秋の映画会
【一般】

11 月 7 日（土）14：00～16：00
松本清張 原作 「顔」

11 月８日（日）14：00～16：00

【児童】

ぼ う け ん し ゃ

「ガンバ

冒険者たち」

※終了時間は予定です。前後する場合があります。

【会場】碓井図書館２階集会室
（いずれも開場 13：30）
【問合せ先】碓井図書館（0948-62-5174）

山田
特集

一般「日本の文化に大注目!!」
児童「れっつ！クッキング♪」
くらし「秋に楽しむ旬の味覚」
今年度貸出回数が多い山田図書館所蔵図書
14 回『鹿の王

上』上橋 菜穂子／著 KADOKAWA

13 回『フランス人は 10 着しか服を持たない』
ジェニファー・L.スコット／著

大和書房

『冤罪凶状』澤田 ふじ子／著 幻冬舎
『嗤う淑女』中山 七里／著 実業之日本社
１０月１０日調べ

おすすめの１冊
『怪盗探偵山猫

1』

神永

学／著

角川書店

出版社社長が殺された。容疑者は山猫と呼ばれる
窃盗犯。決して人を殺めないはずの山猫がなぜ?
被害者の元部下でフリーライターの勝村は事件の
真相を追うが…。現代の怪盗・山猫の活躍を描く
ピカレスク・ミステリー。

参加無料です。申込みについての表記がない場合、申込みの必要はありません。

稲築

おはなし工作会

嘉穂

小学生向け

11 月 7 日（土）

ぽかぽかおはなし会

１３：３０～１４：２０

幼児向け

たのしい工作があります！
たくさんのご参加おまちしています。

おはなし広場

11 月 17 日（火）
１０：３０～１１：００
子育て支援センターの先生による手遊びや、
絵本の読み聞かせがあります♪
簡単な工作も予定しています。
ママ、ばぁばと一緒に楽しもう♪

乳幼児向け

１１月１１・２５日（水）
１０：４０～１１：１０
25 日は支援センターの先生と一緒の
おはなし会です。おたのしみに♪

碓井

山田

秋のおはなし映画会
児童：１１月７日（土）
１４：００～１５：３０

おはなし会

ボランティアサークル「ピノキオ」さんによる
楽しい絵本の読み聞かせ、

幼児：

映画「ムーミン谷の彗星」の上映を行います。
絵本の読みきかせのあとは的当てやクリスマス
ツリーの飾りつけをします♪
たくさんのご参加お待ちしています。

今月はお休みです。
来月をお楽しみに！

図書館カレンダー

