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発行日：平成 27 年 12 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
0146（33）2051

こどもたちに、読んだ本の記録を付けてもらう
「読書手帳」ができました！ご希望の方は図書
館窓口にお尋ねください。

【場所】新ひだか町図書館（本館・多目的集会室）
楽しいお話を聞いた後には、本物の鬼さん登場！
みんなで鬼に豆やアメをぶつけて１年の無事を祈りましょう！

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～
（1/9・16・23・30 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～
（1/9・16・23・30 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 １月はお休みします

【場所】新ひだか町図書館（本館・多目的集会室）
フシギな科学現象を体験できる楽しいサイエンスショーと、身近な材料で４種類の工作
をつくるワークショップを行います。
講師：NPO 法人北海道科学活動ネットワーク会員・札幌市立北郷小学校教諭 前崎彰宏氏
対象：小学生（保護者同伴可） 先着６０名
参加費：無料
申込期間：平成 28 年 1 月 6 日(水)～2 月 1０日(水)
申込方法：本館・三石分館に設置の用紙にて申し込み(先着順)
問合せ先：0146-42-4212（本館）

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 1/22 14:30～
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本事業は、宝くじの社会貢献広報事業として、宝くじの受託事業収入を財源として実施しているコミュニティ助成事業です。

読書週間事業終了しました！
ブックコート講習会 11 月 3 日に実施。持参
したお気に入りの本にブックコート（透明シー
ル）をかけました。ご参加いただいた７名（内
児童４名、大人３名）の皆様どうもありがとう
ございます。
ブックリサイクル 10 月 27 日～11 月 14
日に実施。期間中の来館者数は 446 人、配布
した本の点数は 926 点です。

31
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

31
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。

透き通った風が吹いて
あさのあつこ著

文藝春秋

わたし、がんばったよ。
急性骨髄性白血病をのりこえた女の子のお話

本当はすごい小学算数
所蔵：本館

小田敏弘著

日本実業出版社

所蔵：本館

岩貞るみこ文，松本 ぷりっつ絵 講談社 所蔵：本館

高校 3 年生の夏。野球部を引退したばかりで、
未来が見えずにいる渓哉は、ある日偶然、道
に迷っていた美しい女性・里香を案内するこ
とになる。里香は「逢いたい人がいる」とい
うが…。心が澄み渡る青春小説。

中学入試の算数は単に難しいだけでなく、そ
の奥に面白い世界が拡がっている。算数オリ
ンピック決勝に 2 回出場した気鋭の塾講師
が、名門中学の入試問題につまった“数学の
大切なエッセンス”をやさしく解説する。

未成年

ヘンタイ美術館

きえた！？かいけつゾロリ

イアン・マキューアン著，村松潔訳 新潮社 所蔵：本館
法廷で様々な家族の問題に接する一方、自らの

山田五郎著，こやま淳子著 ダイヤモンド社所蔵：本館
小悪魔ダメンズにメロメロのダ・ヴィンチ。ハ

原ゆたかさく・え ポプラ社 所蔵：三石分館
ゾロリがイシシ、ノシシの前からいなくな

夫婦関係にも悩む女性裁判官のもとに、信仰か
ら輸血を拒む少年の審判が持ち込まれる。二人
の間にはやがて特別な絆が生まれるが…。二つ
の人生の交わりを豊かに描く長篇小説。

ゲオヤジ効果で際立つエロティシズム、ドガ
…。誰が一番ヘンタイか? 西洋美術史が誇る
12 人の天才画家の絵を、評論家・山田五郎が
解説する。同名トークイベントをまとめた本。

ってしまいました。ふたりは必死にさがし
ますが、なかなか見つからなくて…。裏表
紙&本体裏表紙にジャケットそでのカード
を切り取って遊ぶゲーム、見返しに絵あり。

罪人よやすらかに眠れ

つい誰かに教えたくなる人類学６３の大疑問

ゆき

石持浅海著 KADOKAWA 所蔵：三石分館
北海道札幌市にある大きな屋敷。そこに辿り着
けるのは、ある条件を満たした者だけ。屋敷を

日本人類学会教育普及委員会監修 講談社 所蔵：三石分館

訪れた人々は謎多き住人に真実を暴かれてゆく
ことに…。ロジックの名手が紡ぐ、極上“館”
ミステリ。『文芸カドカワ』連載を単行本化。

先端? 人類学の 63 の大疑問を取り上げ、ヒ
トという生き物のユニークさ、そしてその正体
を紹介する。

きくちちき作 ほるぷ出版 所蔵：本館
しろくて、きれいで、つめたいゆき。ふわふ
わのわたがしみたい-。生き物にとって、とき
に命をはぐくむ助けとなり、ときに命をうば

光のない海

絵でわかる食中毒の知識

ママのもちつき

白石一文著 集英社 所蔵：三石分館
建材会社の社長を務める高梨修一郎。50 歳
を過ぎ、心に浮かぶのは過去の秘密と忘れが
たい運命の人…。個人と社会の狭間にある「孤
独」を緻密に描き出す長編小説。『すばる』

伊藤武・西島基弘著 講談社 所蔵：三石分館
食中毒が起こる原因と、その予防対策をイラス
トを交えてわかりやすくまとめた本。微生物と
寄生虫による食中毒、自然毒と化学物質による
食中毒を紹介し、誰もができる、微生物による

長崎源之助文 柿本幸造絵 学研プラス 所蔵：三石分館
今日はもちつき。はりきるママと大喜びのこ
ぶた 3 きょうだい。ところが、ママが急用
で出かけることに。残されたパパとこぶたた
ちはがんばりますが…。おもちはちゃんとつ

連載に加筆・修正して単行本化。

食中毒を予防するための基礎知識を解説する。

きあがるかな?
るものを探してみましょう。さがしもの絵本。

ヒトはイヌより鼻がいい? 彼の体臭はなぜ
“セクシー”なのか? デブと下戸は進化の最

5 歳の時に、急性骨髄性白血病の手術をうけ
た。それから 5 年間再発しなければ、ずっと
生きられるっていわれた。そしてついに、5
年がたち…。病気をのりこえた実在の女の子
のお話。本人が描いた絵本も収録。

う雪。北海道出身の著者が繊細にして力強く、
軽やかで叙情ゆたかな筆致で描く、雪の絵本。

