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①住所や電話番号の変更はありませんか？

変更がある場合は、お手数ですが図書館カウンターへ登録

変更申請と新しい住所等を確認できるもの（免許証など）をお出しください。
②本の返し忘れはありませんか？

借りている本がありましたら、忘れずに返却をお願いします。図書

館が閉まっている場合はブックポストへ返却をお願いします。
※一部貴重資料や大型本、ＡＶ資料（ＣＤ・ＤＶＤ等）は図書館カウンターへの返却をお願いしております。
ブックポスト場所 本館入口、三石分館前、静内保健福祉センター、公民館前、ピュア１階、㈱なかむら横

新ひだか町図書館（本館）
開館時間

10：00～18：00

おはなしつくしんぼ
場所 本館 おはなしのへや
日時 毎週土曜日 10：30～
（4/1・8・15・22・29 日）

～図書館本館で本の貸出・返却を体験してみませんか？～

赤ちゃんへの絵本の読み聞かせ
場所 本館 おはなしのへや
日時 4 月はお休みします

【実施日】４月２９日（土）
【対象】町内にお住いの小学校 3～6 年生
【定員】４名

日

【申込】図書館本館にある申込用紙に必要事項を記入の上、
直接カウンターにお申込みください
※応募者多数の場合は抽選となります。
【受付期間】４月１日（土）～４月１４日（金）まで

3/5 に図書館（本館）で、こど

町内の小学生が一日司書とし
て活躍します！
ぜひご来館ください。
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しました。工作では、紙コップ
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休館期間

平成２９年４月１日（土）
～6 月 9 日（金）まで

※

土
１

も工作教室と人形劇公演を開催

新施設への移転準備のため下記期
間休館いたします。利用者の皆様には
ご迷惑をおかけしますが、ご了承願い
ます。

新三石分館の開館日は、６月１０日
（土）を予定しています。
【場所

※
※

※

総合町民センター「はまなす」1 階：三石本町 212】

本館は通常通り開館しております。
分館休館中、新刊本の交流は中止いた
します。また、分館からの資料の取寄
せはお受けできません。
CD・DVD は破損の恐れがあるため、
本館カウンターにご返却ください。

毎週火曜日（平日のみ）、新ひだか町図書館（本
館）の開館時間を午後８時まで延長していま
すので、ぜひご利用ください。
（火曜日が祝祭
日の場合は、午後６時に閉館いたします。）

でゲコゲコと鳴くカエルを作
り、人形劇は「おおきなかぶ」
を含め、三本立ての公演で楽し
いひとときを過ごしました。

休館日
毎週月曜日・祝日の翌日・図書整理日
夜間開館
午後８時まで

ご希望の方は、カウンターで仮パスワード
の発行を受け、図書館ホームページでご登録
ください。

文

学

一 般 書
児 童 書
絵本・紙芝居

新しく図書館に入荷した本のうち数冊をご紹介します。他にも本を入荷していますので、気になる本がある場合は気軽に図書館員にお尋ねください。
リクエストもお受けしています。（場合によってはご用意できない場合があります。ご了承ください。）
※ 所蔵館が本館・三石分館の本どちらの館でも予約・取り寄せできます。カウンター付近にある予約・リクエスト用紙（本・雑誌）にご記入いただき、
カウンター職員にお渡しください。

幽霊協奏曲
赤川次郎著

文藝春秋

所蔵：本館

一人を楽しむソロキャンプのすすめ
もう一歩先の旅に出かけよう

さくら研究ノート

堀田貴之著

近田文弘著，大野八生絵 偕成社 所蔵：本館

技術評論社

所蔵：本館

美しいピアニストと不倫の恋に走り、毒を呑ん
で死んだ兄。弟がその女と再会したのはチャイ
コフスキー「ロミオとジュリエット」のゲネプ
ロ前日だった…。全 7 編を収録した幽霊シリ
ーズ第 26 弾。
『オール讀物』掲載を単行本化。

バックパッキングの精神や文化に基づき、大人
が楽しむべきアウトドアライフを提案。衣・移
(動)・住・食・遊の 5 つにカテゴライズした道
具の選び方や使い方のほか、「自分らしい旅」
のプランニングに役立つヒント事例も紹介。

旅立ちぬ
～吉原裏同心抄

クラフトバンドで作るかわいいかごとバッグ

日本でいちばん植えられているさくら、ソメ
イヨシノについてイラストでわかりやすく解
説。桜の木の 1 年を追って、桜の花、芽、葉
や実の秘密、冬の間の木のようすなどを紹介
する。

考えて勝つ!少年野球
勝利のカギは「1 死三塁」!!

佐伯泰英著 光文社 所蔵：本館
「吉原裏同心」の神守幹次郎は幼馴染の汀女

ゆめひもフレンドシップ編
アップルミンツ 朝日新聞出版 所蔵：本館
よろい編みのかごバッグ、市松模様のかご、レ

と、自由の身となった花魁・薄墨太夫改め加
門麻との 3 人で新しい生活を始める。幼い頃
に母と訪ねた鎌倉を再訪したいという麻に応
え、幹次郎らは鎌倉へ向かう。

ーシー編みのクラッチバッグ、四つだたみ編み
のボーダーバッグ…。カラフルなクラフトバン
ドでカンタンに編めるかごとかごバッグ 30
点を紹介します。

が、全国屈指の学童野球チームになるまでに
取り入れた強化ポイントを、実際に行った順
にまんがで解説。選手が自分で「考え」、
「動
く」力をつけるためのヒントが満載。

狂うひと
「死の棘」の妻・島尾ミホ

これからはじめるインスタグラム基本&活用ワザ
iPhone & Android 対応 完全最新版

だれかな?だれかな?

梯久美子著 新潮社 所蔵：本館
島尾敏雄の私小説「死の棘」の愛人の正体は?
本当に狂っていたのは妻か夫か-。島尾夫妻そ
れぞれの日記や手紙など膨大な資料によっ

田口和裕著，いしたにまさき著，できるシリーズ編集部著 インプレス 所蔵：本館
インスタグラムの基本をはじめ、最新機能、
魅力的な写真や動画を撮るための具体的なテ

とよたかずひこ著

クニック、安全な設定方法などを豊富な図や
写真で詳しく解説する。人気の有名人アカウ
ント一覧も掲載。iPhone&Android 対応。

返事をしてくれました。にわとりのお母さん
の後ろにいるのはだれかな? 黄色いふわふ
わの…。呼んだら返事をしてくれるかな?

地中の記憶

三陸わかめと昆布
浜とまちのレシピ 80 東日本大震災後の交友から生まれた

はるかぜさんぽ

ローリー・ロイ著，佐々田雅子訳 早川書房 所蔵：本館
15 歳のアニーは、隣家ベイン家の荒れた畑の
なかで死体を見つけてしまう。その死体は、
町の忌まわしい過去を呼びさまし、アニーと
家族の日々までも揺るがすことに…。20 世紀

婦人之友社編集部編 婦人之友社 所蔵：本館
津波で壊滅的な被害を受けた三陸産のわか
め・茎わかめ・昆布を使った、地元の母さん
たちの味と、プロの料理人や全国各地から集
められたレシピを収録。三陸沿岸の海の仕事、

えがしらみちこ作 講談社 所蔵：本館
風にのって、おさんぽしよう! 女の子が春の
おさんぽで出会ったのは、さくら、しゃぼん
玉、だんごむし、たんぽぽのわたげ…。思わ
ず外へ出かけたくなる、季節感たっぷりの絵

半ばのアメリカ南部を舞台にしたミステリ

浜の暮らしも紹介する。

本。おさんぽシリーズ。

て、妻・ミホの生涯を辿り、戦後文学史に残
る伝説的夫婦の真実に迫る。

辻正人監修，茶留たかふみまんが，山本イチロー原作 集英社 所蔵：本館
滋賀県・多賀少年野球クラブのカリスマ監督

アリス館

所蔵：本館

箱の中にいるのはだれかな? おててが見え
るね。
「ねこさ〜ん」とよぶと、
「はーい」と

