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三石分館

新ひだか町図書館（本館）
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 6/5・19 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～
（6/6・13・20・27 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 6/2（火） 10：30～

Web-OPAC サービス開始
図書館のホームページ開設と同時に、インターネット上で図書館資料の検索・予約が行える
【Web-OPAC サービス】も開始しました。
ご利用にあたっては、図書館利用者登録と、サービスカウンターで仮パスワードの発行を受
けてください。
（既に登録済みの方は仮パスワード発行のみ）
◆Web-OPAC でできること
・資料検索
・予約・予約の取り消し

◆ブックレビュー投稿
・読んだ本の感想などを投稿でき、また他の人の投稿も読むことができます。

※貸出中の資料のみ予約可能です

◆マイ本棚
・読んだ本、これから読みたい本など、マイ本棚に記録することができます。

※DVD・CD の予約はできません

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 １３：３０～
（6/6・20・27 日）

日

月

火

水

木

金

土

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

21

22

23

24

25

26

28

29

30

日

月

火

水

木

金

土

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

20

14

15

16

17

18

19

20

27

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

ホームページトップ URL http://www.shinhidaka-library.jp/
スマートフォン用 Web-OPAC http://www.shinhidaka-library.jp/opac/sp/
携帯電話用 Web-OPAC http://www.shinhidaka-library.jp/opac/wopc/pc/mSrv
※新ひだか町公式ホームページからもアクセスできます。

休館日

休館日

毎週月曜日・祝日の翌日・図書整理日

毎週日・月曜日・祝日の翌日・図書整理日
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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。

過ぎ去りし王国の城

知っていますか?日本の戦争

あま〜いおかしにご妖怪?

宮部みゆき著 KADOKAWA 所蔵：本館、三石分館

久保田貢著

廣田衣世作，佐藤真紀子絵 あかね書房 (スプラッ

ヨーロッパの古城のデッサンを拾った中 3 の真
は、絵の中にアバターを描きこむと、その世界
に入れることを知る。真はハブられ女子の珠美
と冒険するうち、塔の中に少女が閉じこめられ
ていることを発見し…。『怪』連載を書籍化。

日本が何をしたか、国民はどんな被害を受け
たか、戦後をどう迎えたか-。70 年後の今だ
からこそ知っておきたい、日本の戦争のこと。
アジア・太平洋戦争について、写真やコラム
を交えて、やさしく解説します。

シュ・ストーリーズ 22) 所蔵：三石分館
ぼくのうちは 200 年続く老舗の和菓子屋。和菓子工房に
は清らかな水を出す井戸がある。でもこの井戸はそれだけ
じゃなかった。妖怪の世界とつながる「妖怪の井戸」だっ
た…! 妖怪がたくさん出てきて、心がほっこりする物語。

世界の半分を怒らせる

頂点への道

夏目漱石、読んじゃえば?

押井守著 幻冬舎 所蔵：三石分館
北朝鮮、オスプレイ、TPP、宮崎駿、エヴァ

錦織圭著、秋山英宏著 文藝春秋 所蔵：本館
2014 年に開花した、「動かず攻める」攻撃

奥泉光著，香日ゆら漫画・イラスト 河出書房新社 所蔵：本館
「坊っちゃん」は中二病の物語? 「こころ」

ンゲリオン…。
「映画監督は世の事象について
語るべきではない」という自らの禁を破り、
巨匠・押井守が吠えまくる! 著者のメルマガ
の連載コラムを書籍化。

テニス誕生の秘密とは。チャンコーチとの出
会い、怪我の克服…。2009 年からの苦闘を
綴った、錦織圭初の公式本。ブログに観戦記
等を加えて書籍化。

って傑作じゃない? 「それから」に潜むミス
テリーとは? 奥泉光が漱石の全く新しい読み
方を伝授する。香日ゆらによる漱石案内漫画
付き。

ヒア・カムズ・ザ・サン

初心者のためのピアノ・コード講座 2015

これはまる

小路幸也著 集英社 所蔵：本館
老舗古書店<東亰バンドワゴン>を営む堀田家
に幽霊騒ぎが持ち上がる。我南人がつきとめ

自由現代社編集部編著 自由現代社 所蔵：三石分館
やさしいコード理論にもとづき、わかりやす
い手型付きの鍵盤イラストで各コードを解

中川ひろたかぶん，tupera tupera え
ポプラ社 所蔵：三石分館
グレープフルーツや石、ボタン…。身のまわりに

た、騒動の意外な真相とは? さらに、貴重な
古文書を巡って招かざる客が来訪。それが思
わぬトラブルへと発展して…

説。コードの種類、演奏パターンを弾きなが
ら覚える実践形式の入門書。定番・人気曲の
練習譜面&見やすいコード表も掲載する。

は、「まる」がいっぱい。1 個、2 個、3 個。ま
るを並べて遊んだら、なにになるかな? まるが
いろんなものに見えてくる、見立て遊びの絵本。

余命

北海道終活がわかる本

よるのかえりみち

五木寛之著 祥伝社 所蔵：三石分館
いまや日本人の 4 人にひとりが 65 歳以上。
100 歳を超えた長寿者は 6 万人へ-。人生百
年時代を生きるためには? 五木寛之が、長く

福田淳一編 北海道新聞社 所蔵：本館
生前整理やお金との付き合い方、孤立死の防
ぎ方、葬儀やお墓の形態、認知症や悪質商法
への対処法…。残りの人生をいきいきと過ご

みやこしあきこ作 偕成社 所蔵：本館
お母さんに抱っこされて家に帰るうさぎの男
の子。はなし声がする、おいしそうな匂いもす
る、パーティーをする人も。家に着いた男の子

て短い余命に向かってのこころの準備を綴
る。

す方法を、北海道の地域事情を盛り込んで解
説する。『北海道新聞』連載をもとに書籍化。

は、さっき見た人たちに思いをはせ…。よるを
思い思いに過ごす人々を描くおやすみの絵本。

これからの時間をいかに豊かに生きるか

新日本出版社

所蔵：三石分館

