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三石本町 171-1
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0146（33）2051

図書館・博物館に飾る大きなツリーを募集しています。
160ｃｍ以上、できたら 200ｃｍぐらいの大きなものを希望！

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～
（11/7・14・21・28 日）

法政大学通信教育部で使用されているテキスト
一式を「法政大学通教文庫」として本館に設置し
ました。ぜひ皆様の学習にご活用ください。

【実施期間】１０月２７日（火）～11 月 1４日（土）まで
【場所】新ひだか町図書館（三石分館）
【時間】１０：００～１８：００
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※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。

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～
（11/7・14・21・28 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 11/10（火）10：30～

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。

「法政大学通信文庫」を設置しました

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 11/6・20 14:30～

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。

陽気なギャングは三つ数えろ
伊坂幸太郎著

祥伝社

所蔵：本館

陽気なギャング一味の天才スリ久遠は、ハイエ
ナ記者火尻を暴漢から救う。正体に気づかれた
ギャングたちの身辺で、トラブルが頻発。蛇蝎
のごとき強敵の不気味な連続攻撃に追いつめら
れた 4 人組は、必死に火尻の急所を探るが…。

スキン・コレクター

新しい道徳
「いいことをすると気持がいい」のはなぜか

さくら×ドロップ
レシピ 1

北野武著

のまみちこ著，けーしんイラスト 小学館 所蔵：本館

幻冬舎

所蔵：本館

日本人にとって「道徳」とは何か? この問い
に答えられる親や教師はいるのだろうか。ま
ず最初に大人たちが、真面目に考えた方がい
い。北野武が現代の核心をえぐる、未だ嘗て
ない道徳論。

世界のチーズ図鑑

チーズハンバーグ

来月から 6 年生になる葉山さくらは、まだ「好
き」がわからない。そんなさくらの父が選ん
だ再婚相手には、同い年のイケメン男子・潤
一がいた。一緒に暮らし始めるが、潤一はな
ぜかさくらに冷たくて…。

ふまんがあります

ジェフリー・ディーヴァー著，池田真紀子訳
文藝春秋 所蔵：本館

世界のチーズ 209 種とチーズをおいしく味わう基礎知識 Knowledge of Cheese
チーズプロフェッショナル協会監修 マイナビ 所蔵：本館
世界のチーズを国・地域別に産地のテロワー

毒で刺青を彫り人を殺す犯人はボーン・コレ
クターの模倣犯か? 悪の天才と科学捜査官リ
ンカーン・ライムの究極の戦いが開始される!
リンカーン・ライム・シリーズ第 11 弾。

ル(風土)にふれつつ、その原料、製法、味わ
い、楽しみ方を詳しく紹介。チーズの製造過
程から、おいしいチーズの選び方・合わせ方
まで、チーズがもっと楽しくなる知識が満載。

ないの? どうして弟が悪いのにわたしばっ
かり怒られるの? 大人にちゃんと文句をい
って、ズルいのをやめてもらおう! ヨシタケ
シンスケのユーモア絵本。

秋葉原先留交番ゆうれい付き

だれも継がない困った実家のたたみ方
家・土地・お墓

もうぬげない

西條奈加著 KADOKAWA 所蔵：三石分館
「さきどまり」という名の交番に勤める権田は、
秋葉原をこよなく愛するオタク。コンビを組む
向谷はコミュニケーション能力の高さがこうじ

長谷川裕雅・佐々木悦子著 家の光協会 所蔵：三石分館
実家をたたむためには、家と土地を処分するの
はもちろん、お墓もしまう必要がある。一見同

ヨシタケシンスケ作 ブロンズ新社 所蔵：三石分館

母さんが急いで脱がそうとするから、ひっかかっ

て、足だけの幽霊を連れてきて…！？電気街の
路地裏に隠された５つの人情ミステリ。

じように思えて、対策の立て方が大きく異なる
２つのテーマを、法律と終活のスペシャリスト
が徹底指南する。

掟上今日子の遺言書

尾形光琳

西尾維新著 講談社 所蔵：三石分館
冤罪体質の青年・隠館厄介。あらゆる災いが
降りかかる彼に、今度は少女が降ってきた！
眠るたびに記憶を失う名探偵・掟上今日子の、
タイムリミットミステリー。ドラマ原作本！

河野元昭監修 平凡社 所蔵：三石分館
元禄上方文化の豊饒が生んだ、雅にして明快な
天与のセンス―。琳派の大成者として知られる
尾形光琳の生涯と幅広い創作活動を、数多くの
作品とともに通覧。弟・乾山や光琳の美意識を

シリーズ他３冊もあります。

継承した画家たちの作品も紹介する。

「琳派」の立役者

ヨシタケシンスケ作・絵 PHP 研究所 所蔵：本館
どうして、子供だけはやく寝なくちゃいけ

お風呂に入るために、お母さんに服を脱がされそ
うになったぼく。自分で脱ぐって言ったのに、お
て脱げなくなっちゃった。ひとりで脱ぐから大丈
夫って、いろいろやってみたけど…。

しきぶとんとうさんとかけぶとんか
あさんとまくらちゃんのいちにち
とよたかずひこ脚本・絵 童心社 所蔵：三石分館
しきぶとんとうさんと、かけぶとんかあさん
と、まくらちゃんのかぞく。みんなで朝のた
いそうをしたら、おひさまのもとへ。それか
ら、まくらちゃんたち３人がもどったのは、
どこでしょう。夜、みんなをよんでいますよ。

