
おはなし会（会場：中央館）       ０～２歳くらい（11:00～）            ３歳くらいから（14:00～） 

休館日       中央館  犀川・勝山館  ●全館
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「読書ボランティアって楽しい！」 

 

12月                      

            

       

みやこ町図書館だより 

ふくろうの森通信 （発行：２０２１年 1１月１日 第 107号） 

11 月号 

■『女子大小路の名探偵』 秦建日子(著) 河出書房新社 

■『たそがれ大食堂』 坂井希久子(著) 双葉社 ■『か

ぞ え き れ な い 星 の 、 そ の 次 の 星 』  重 松 清 ( 著 ) 

KADOKAWA ■『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 ■

『尼将軍』 三田誠広(著) 作品社 ■『民王 シベリア

の陰謀』 池井戸潤(著) KADOKAWA ■『開城賭博』 

山田正紀(著) 光文社 

 

 

 

 

 

  

■『季節を楽しむ大人の電車旅』 「旅と鉄道」編集

部(編) 天夢人 ■『ぼくはイエローでホワイトで、

ちょっとブルー 2』 ブレイディみかこ(著) 新潮社 

■『暴風雨の雨水侵入から建物を守る本』 大塚義久

(著) セルバ出版 ■『水俣天地への祈り』 田口ラン

ディ(著) 河出書房新社 ■『笠原将弘のまかないみ

たいな自宅飯』 笠原将弘(著) 主婦の友社 ■『女性

皇族の結婚とは何か』 工藤美代子(著) 毎日新聞出版 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

《小説》 《その他》 

       

            

11月                      

            

              

            

🔸令和 3 年度みやこ町読書ボランティア養成事業「ボランティア交流会」🔸 

🔸日 時： １１月２５日(木) １０：３０～１１：５０ 

🔸会 場： みやこ町歴史民俗博物館 研修室 

🔸講 師： 土屋ミニ子ども図書館「とんからりん文庫」主宰 

       土屋 富子 氏 

🔸対 象： 読書ボランティア、読書ボランティアに関心のある人 

🔸定 員： １０名 

🔸申 込： 各図書館で１１月３日(水)から受付(電話・FAX 可) 

＊定員になり次第締め切ります。 

 

 

 

 

～読書ボランティアが学校や図書館に出かけるときは～ 

★特設コーナー 

「ねこがいっぱい」 

みやこ町の各図書館では、ね

こにちなんだ本のコーナー

を設置しています。 

図書館中のねこたちが、あち

らこちらから勢ぞろい…。 

ねこ好きな方はもちろん、そ

うでない方も、ぜひご覧下さ

い！ 

新刊案内

11/20は“もこもこ”の

おはなし会です。 

12/18は“きのこの子”

のおはなし会です。 



『お寺のどうぶつ図鑑』  

今井 浄圓(監修)  二見書房（2020） 

 お寺の境内やお堂の中には様々

な動物が祀られている。イヌやネ

コといった身近な動物からハマグ

リやリスといった意外な動物を祀

っているお寺もある。 

祀られている動物の種類ごとに由

来やご利益などを紹介。 [佳] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

休館日      中央館：毎週火曜日    犀川・勝山館：毎週月曜日   全館：毎月最終木曜日 

開館時間    全館 10:00～18:00   

みやこ町中央図書館 ☎33-1040   みやこ町犀川図書館 ☎42-3330   みやこ町勝山図書館 ☎32-3455 

 

 

図書館員おすすめの本 

『一生使えるポジティブ言い換え言葉』 

えらせん（著）ワニブックス（2021） 

言葉を変えるだけで、ポジテ

ィブになれる。言いにくいこ

とも、第三者の感想に置き換

えれば相手を嫌な気分にさせ

ずに伝えられる。 

人間関係を円滑に保つのに役

立つ一冊。   ［ツム］ 

『福岡で食べたい 100のもの』 

JTBパブリッシング(2020) 

もつ鍋、水炊き、焼き鳥、海鮮丼、

とんこつラーメン、フルーツたっ

ぷりのスイーツなど、食の宝庫の

福岡をのんびりと街歩きしなが

ら、グルメ旅をしてみませんか？ 

                   [中] 

 

 

 

 

 

『スター・トレック』ジーン・ロッデンベリイ(著) 

早川書房（1982）  

『スター・トレック』（邦題：宇宙大作戦） 

は、ジーン・ロッテンベリーが制作した 

アメリカの SFテレビドラマの原作。 

『スタートレック』シリーズは NBC 系列において

1966年から 1969年まで全３シーズンが放送された。

23世紀を舞台に宇宙船 U.S.Sエンタープライズ号と

その乗組員の冒険を描いている。[SPOCK] 

 

『地獄堂霊界通信』 

香月 日輪(著) 講談社(2013) 

人呼んで「イタズラ大王三人悪」。

町内にその名を轟かせる小学生達

が地獄堂のおやじと出会い、不思議

な力を手に入れたことで、日常のす

ぐ隣にある「別の世界」に遭遇した。

その先に足を踏み入れた三人は、

次々と起こる怪事件に力を合わせ

て立ち向かっていく。   [もふ] 

『命とられるわけじゃない』 村山 由佳(著) 

          ホーム社 (2021) 

愛猫もみじを看取って１年。その

喪失感から立ち直れない著者の元

に、運命的に現れた一匹の妊娠中

の猫 お絹。見かけは全く違うけ

ど、その猫はもみじの生まれ変わ

りとしか思えなくて…。 

猫好きの著者が猫から貰った幸せ

な日々を綴ったエッセイ。[和] 

日に日に秋が深まる季節となりました。コロナと共存する生活にも慣れて

きましたが、寒くなるこれからはインフルエンザもありますね…。 

今一度、気を引き締めていきましょう。   ［はりねずみ］ 

https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784847070792

