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発行日：平成 27 年 7 月 25 日
新ひだか町図書館（本館）
静内山手町 3-1-1 TEL
三石分館
三石本町 171-1
TEL

0146（42）4212

プログラム
第１部
「船場狂い」《山崎豊子 原作》
朗読 五 島 由
「花の名前」《向田邦子 原作》
朗読 熊谷 百合子
第２部
「驟り雨」 《藤沢周平 原作》
朗読 松村 美智子

0146（33）2051

内容：・七夕の歌 合唱
・かたり、えほんのよみきかせ
・短冊づくり、飾り付け
・ゲーム（おさかなつり、まとあて、スーパーボールすくいなど）

開館時間

開館時間 10：00～18：00

10：00～18：00

読み聞かせの会はまなす文庫
場所 三石分館 えほんのへや
日時 8/21 14:30～

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～
（8/8・15・22・29 日）

おはなしたんぽぽ
場所 三石分館 えほんのへや
日時 毎週土曜日 １３：００～
（8/1・15・22・29 日）

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 ８月はお休み

【よしながこうたくライブペインティング！】
７月５日（日）に新ひだか町誕生１０年と図書館
の開館を記念し、「給食番長」シリーズで有名な絵
本作家、よしながこうたくさんをお迎えして絵本の
読み聞かせとライブペイントを実施しました。
ライブペイントでは「新ひだか町図書館のゆるキ
ャラをつくろう！」ということで、先生が子供たちに
好きな動物などを聞き、その全部をくっつけたキャ
ラクターを描いてくれました。笑いと大絶叫の中、
ゆるキャラ「みこいあちゃんとんはびくん」が完成。
最後によしなが先生の顔のお面をかけたじゃんけ
ん大会で終了。講演後のサイン会では、熱演の疲れ
も見せず、子供たち一人一人に声をかけながら丁
寧にサインをしてくださいました。

三石分館

新ひだか町図書館（本館）
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【図書館フェスティバル！】
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７月２０日（月・祝）に図書館フェスティバル
を三石分館で開催しました。マジックショーに
読み聞かせ、工作と盛りだくさんの３時間を
みなさんに楽しんでいただきました。
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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

休館日
毎週日・月曜日・祝日の翌日・図書整理日

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。

負けるもんか
阿川佐和子著

正義のセ

KADOKAWA

所蔵：本館

筆頭検事として尼崎支部に赴任した凛々子
は、医大の研究室から女性事務員が転落死し
たと聞き、事件のにおいを感じる。そこへあ
る告発状が届いて…。等身大のお仕事ストー
リー。『小説野性時代』掲載を加筆・修正。

LAURA&MARIE 三つ編み HOW TO BOOK

タンチョウのきずな「日本の鶴」の一年

ラウラ・クリスティーネ・アーネセン著，マリエ・モエスゴー・

久保 敬親写真と文

ヴィヴェル著，大澤弥生訳 文化学園文化出版局 所蔵：本館
髪を編むことが好きなデンマークの 2 人の女の子
が、基本の編み方から複雑なスタイルの編み方まで、
連続写真で紹介します。花やリボンを編み込んだス
タイルも収録。動画が見られる QR コード付き。

冬の北海道でくらす美しいツル、タンチョウ。
そのつがいは、春になると繁殖地へ移動し、子
育てをします。そして、飛べるようになったひ
なとともに、冬を越す場所へ戻ってくるのです。
タンチョウの子育てを写真と文で伝えます。

小学館

所蔵：本館

今日はいぬの日

その<脳科学>にご用心 脳画像で心はわかるのか

おまつりやさん

倉狩聡著 KADOKAWA 所蔵：本館
飼い主一家に虐げられ、辛い日々を過ごす白

サリー・サテル著，スコット・O.リリエンフェル
ド著，柴田裕之訳 紀伊國屋書店 所蔵：本館

飯野由希代作，大島妙子絵ひさかたチャイルド 所蔵：本館
おまつりに連れていってもらうはずだった

犬のヒメは、流星群の夜、庭に落ちた不思議
な石を見つける。その石をなめたヒメは、な
んと人間の言葉を話せるように。ヒメは言葉
巧みに、家族を操り始めるが……。

昨今、注目を浴びる脳科学。大衆受けしそうな研究
をマスメディアが喧伝し、
「心の働きが解明された!」
と曲解されがちな現状を、精神科医と心理学者が豊
富な事例をもとに解説し、本来あるべき姿を示す。

ミキちゃん。でも、パパもママも用事で行
けなくなりがっかり。そこへ「おまつりの
出前にきました!」と、おまつりやさんがや
ってきて…。

つまをめとらば

認知症・行方不明者１万人の総劇

パンやのろくちゃん

青山文平著 文藝春秋 所蔵：三石分館
去った女、逝った妻…。瞼に浮かぶ、獰猛な
までに美しい女たちの面影は、いまなお男を
惑わせる。江戸の町に乱れ咲く、男と女の性

NHK「認知症 行方不明者１万人」取材班著 幻冬舎 所蔵：三石分館
徘徊で家を出て、そのまま戻れなくなる人が
年間 1 万人もいた! 認知症の行方不明問題を
報道した放送をきっかけに約 7 年ぶりに夫婦

長谷川義史作 小学館 所蔵：本館・三石分館
今日と明日は、神社の夏祭り。境内に縁日が
出るので、ろくちゃんは浴衣に着がえて、お
目当ての金魚すくいにやってきた。いちばん

と業-。全 6 篇を収めた武家小説集。『オー
ル讀物』『読楽』掲載を単行本化。

が再会。国・自治体が対策に着手-。社会を動
かした「NHK スペシャル」を書籍化。

大きな、でめきんを狙ったけど…。全 4 話
を収録。見返しにすごろく付き。

泥棒教室は今日も満員

速く美しく泳ぐ！４泳法の教科書

わし、たわし！

赤川次郎著 徳間書店 所蔵：三石分館
劇場のオケピットを掃除していた男性が、世
界的に有名なオーケストラ指揮者、田ノ倉靖
の指揮棒に触れ、トゲがささり亡くなった。
実は田ノ倉のもとに、殺害予告の手紙が何度

野口智博著 ナツメ社 所蔵：三石分館
水の特性に基づく「推進力」
「抵抗」について
解説。その水の扱い方をクロール・バタフラ
イ・背泳ぎ・平泳ぎに応用し、よりよいフォ
ームを身につけるための練習法を紹介する。
美しい泳ぎを収録した DVD 付き。

かとうようこ/脚本 童心社 所蔵：三石分館
わし、たわし。わしがみがけば、こげたおな
べもぴっかぴか。でもさいきん、出番がない。
つまらない。もう、わし、出ていく! 外の世
界に飛び出した、たわしが出会うのは…。楽
しい言葉遊びの紙芝居。

もきていて…。シリーズ第 19 弾。

なつだよ！

