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こども一日司書

ブックコート講習会

【実施日】１１月７日（土）、8 日（日）

【実施日】１１月 3 日（火・祝）

【対象】町内にお住いの小学校 3～6 年生

【定員】先着５名

【定員】７日（４名）、８日（４名）

【申込期間】10 月 1 日（木）～17 日（土）

【申込】本館又は分館に用紙記入のうえ提出

【受付時間】午前 10 時～午後 6 時まで

【締切】10 月 27 日（火）まで

※図書館休館日の 10/4・5・11・13 は受付できません。

新ひだか町図書館（本館）
開館時間

三石分館

10：00～18：00

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～
（10/3・10・17・24・31 日）

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 10/2・16 14:30～
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～
（10/3・10・17・24・31 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 10/6（火） 10：30～

【実施日】１０月３１日（土）
、11 月 1 日（日）
【時間】１０：００～１８：００
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【場所】新ひだか町図書館（本館）ロビー
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・お一人１０冊まで寄贈資料・除籍資料をお分けします。
本の寄贈受付中。ご家庭で読み終わった本がありましたら、ご寄贈くだ

※休館日は実施しません。

・図書館で除籍した本や、寄贈の本をお分けいたします。
・どなたでも、何冊でもお持ちいただけます。

土

１

２

３

５

６

７

８

９

10

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

25

26

27

28

29

30

31

【実施期間】１０月２７日（火）～11 月 1４日（土）まで
【時間】１０：００～１８：００

金

４

さい。※百科事典・CD・DVD・カセットテープ・ビデオは除く。

【場所】新ひだか町図書館（三石分館）

木

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。

花咲小路二丁目の花乃子さん
小路幸也著

ポプラ社

所蔵：本館

花咲小路商店街で「花の店にらやま」を営む
花乃子さんのもとに居候することになった、
めいちゃん。花屋の仕事を手伝うなかで、あ
る日ちょっと気がかりなお客さんが来店して
…。

まにまに

ハロウィン パーティ レシピ

岸辺のヤービ

おいしく!楽しく!ゴージャスに!
木村幸子著 主婦の友インフォス情報社 所蔵：本館

Tales of Madguide Water
梨木香歩著，小沢 さかえ画 福音館書店 所蔵：本館

かぼちゃは、キレイなオレンジ色に加え自然
な甘みでスイーツにも料理にも大活躍! かぼ
ちゃの料理を中心に、ハロウィンパーティに
ぴったりな料理とスイーツのレシピを紹介し
ます。

あの晴れた夏の日、わたしが岸辺で出会った
のは、ふわふわの毛につつまれた、二本足で
歩くハリネズミのようなふしぎな生きもので
した-。驚きと喜びに満ちたファンタジー。マ
ッドガイド・ウォーターシリーズ第 1 弾。

宇宙を撮りたい、風船で。

岡崎慎司

西加奈子著 KADOKAWA 所蔵：本館
嬉しくても悲しくても感動しても頭にきても

世界一小さい僕の宇宙開発
岩谷圭介著 キノブックス 所蔵：本館
世界一安く、世界一のことをする。NASA と

泣けるという、喜怒哀楽に満ちた日常、愛する
音楽・本への尽きない思い…。
「サラバ!」で多
くの人に“信じる勇気”を与えた西加奈子の 6
年分のエッセイがギュッと詰まった一冊。

同じ宇宙開発を風船でやる男の手記。100 円
ショップやホームセンターで手に入るもので
作る撮影装置を打ち上げ、やがて宇宙に手が
届くまでの記録をつづる。

身的なプレーは、中学時代にすでに培われ
ていた―。世界で認められるゴールハンタ
ー岡崎慎司選手の少年時代からこれまでの
軌跡をたどる。

ワクチン X

太った男を殺しますか？

はっきょいどーん

桂望実著 実行之日本社 所蔵：三石分館
20XX 年。理想の人間に近づける夢のワクチ
ン“性格補強ワクチン”が突然生産不能に。
発覚を恐れた女社長は東奔西走するが…。幸

デイヴィッド・エドモンズ著 太田出版 所蔵：三石分館
あるひとを助けるために、別の人を殺すのは
許されるか？思考実験「トローリ問題」の多
角的な考察をつうじて、哲学・倫理学が道徳

やまもとななこ作 講談社 所蔵：本館
待ったなし! 優勝決める大一番、初めて挑む
明の海。迎え撃つのは最強の横綱・武留道山
-。土俵上の力士たちの迫力ある取組を描い

せを求める人々の欲望、絶望、希望が交錯す
る怒涛のヒューマン・サスペンス。

的ジレンマとどう向き合ってきたかを明らか
にする。哲学史上の大物のアイデアが満載。

た相撲絵本。見返しにイラスト「決まり手八
十二手」付き。

マイストーリー

オリジナル体操を作ろう!!

みて！

林真理子著 朝日新聞出版 所蔵：三石分館
芥川作家の母親、「死んだ旦那の自伝を作り
たい」と訪れた美しい未亡人…。自費出版の
編集者・太田の元には様々な依頼が舞い込む。
出版をめぐる人々の欲望と野心を鮮やかに描

当山倫子著 文芸社 所蔵：三石分館
一般向け、子ども向け、障がい者・高齢者向け
等、対象者にあわせた動きで構成するオリジナ
ル体操の作り方を、各運動の目的を解説しなが
ら基礎から紹介。付属 DVD 収録のオリジナル
体操実践例の動きを詳しく解説する。

高畠那生作 絵本館 所蔵：本館
海にやって着た、天真爛漫な女の子。「み
て！」と言って、女の子がとった行動とは？
言葉は少ないのに、女の子や人々、タコの気
持ちまで見えてくるユーモア絵本。

く。『朝日新聞』連絡を単行本化。

本郷陽二編 汐文社 所蔵：三石分館
プロになってからも評価され続けるその献

