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毎週火曜日（平日のみ）
、新ひだか町図書館（本館）の開館時間を午後８時まで
延長していますので、ぜひご利用ください。
（火曜日が祝祭日の場合は、午後６時に閉館いたします。）
※三石分館は、午後６時に閉館いたします。

ご家庭で読み終わった本・雑誌をご提供ください。
【持込期間】１０/２まで（休館日を除く）
【持込場所】図書館（本館）カウンター
【対象外】百科事典・ＣＤ・ＤＶＤ・カセット
※ ご寄贈いただいた資料の扱いについては図書館にご一任ください。

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 10/7・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～
（10/8・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～
（10/1・8・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 10/4（火）10：30～
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【対象】町内にお住いの小学校 3～6 年生
【定

員】４名

【申

込】本館又は分館に用紙記入のうえ提出

【募集期間】10 月 7 日（金）～１０月２１日（金）
※申込多数の場合は、抽選となりますのでご承知ください。

・図書館で除籍した本や、寄贈の本をお分けいたします。
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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。

10 分で読めるはじめての落語

何様

万華鏡大全

朝井リョウ著 新潮社 所蔵：本館、三石分館

山見浩司著

生きるとは、何者かになったつもりの自分に
裏切られ続けることだ-。2012 年刊「何者」
のアナザーストーリー。
『小説新潮』掲載ほか
書下ろしを含めた全 6 篇を収録する。

今や玩具から、アートの世界へと踏み出した
万華鏡。日本を代表する万華鏡作家である著
者が、その基本の構造やミラーシステムによ
る映像の違い、詳細な作品制作プロセスなど、
万華鏡のあらゆる知識を公開する。

思いっきり笑いたい人、大集合! 「まんじゅ
うこわい」
「初天神」
「じゅげむ」
「目黒のさん
ま」
「時そば」など、小学校低〜中学年向けの、

崑ちゃん
ボクの昭和青春譜

日本一適当なパン教室の夜こねて冷蔵庫
でほったらかし朝焼きたてパンレシピ

話したくなる世界の選挙
世界の選挙をのぞいてみよう

大村崑著，小泉カツミ聞き書き 文藝春秋 所蔵：本館
江利チエミと高倉健、遊び仲間・藤田まこと、

Backe 晶子著 PHP エディターズ・グループ 所蔵：本館
生地を前日の好きな時間に作って、冷蔵庫に入

コンデックス情報研究所編集 清水書院 所蔵：三石分館
オーストラリアでは、100 年近く投票率が

藤山寛美さんの楽屋テクニック、森光ちゃん
と森繁久彌先生…。昭和の国民的スター・大
村崑が語りつくす、抱腹絶倒の芸能秘話。秘
蔵写真も収録。

れて眠り、朝起きたらオーブンに入れるだけ!
基本の朝焼きたてパン、パウンド型ふんわりち
ぎりパン、スキレット型しずくパンなど、本当
に簡単にできるパンレシピを紹介します。

90％を超えている!? タイでは選挙期間中、
お酒を飲んではいけない!? 世界の選挙にま
つわる話を、誰かに「話したくなるランキン
グ」形式で紹介する。選挙の基礎知識も収録。

全身改造メソッド
カラダは何歳からでも変えられる

どこかでだれかがねむくなる

反社会品
久坂部羊著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 所蔵：三石分館
バーの酔客に心の中で悪態をつく元医師は、
人の心を読める能力を持つ少女に出遭い…。
「老人の愉しみ」ほか、全７篇を収録した医
療短編小説集。
『小説野生時代』等掲載をまと
めて単行本化。

誠文堂新光社

所蔵：本館

土門トキオ文，橘家 仲蔵監修 学研プラス 所蔵：本館

有名な落語全 9 話を収録します。豆知識も掲
載。

中野ジェームズ修一著 新潮社 所蔵：三石分館
身体のメカニズムを知り尽くし、青学箱根駅伝
２連覇を支えた一流トレーナーが、運動習慣が

メアリー・リン・レイ詩，クリストファー・サイラス・

なく、メタボやロコモのリスクが高い中高年に
向けて、全身改造にきく「食事、運動、休養」
の方法を伝える。『週刊新潮』連載を書籍化。

でベッドを作り、くまは丸木のベッドにもぐります。
日がとっぷり暮れて夜になると、森の木はすやすや、
女の子も夢の中へ…。静かなベッドタイム絵本。

ニール絵，こうのす ゆきこ訳 福音館書店 所蔵：本館
夕暮れ時、ハチはバラの寝床へ急ぎ、ビーバーは小枝

励み場

クレーム応対の教科書
わかる!!できる!!売れる!!

おおどろぼうヌスート

青山文平著 角川春樹事務所 所蔵：三石分館
百姓の出で、石澤郡の北岡で代官所に勤めて
いた笹森信郎は、
「武家になる」という決意の
下、大庄屋の出戻り娘・智恵を連れて江戸に
出る。勘定所の下役になった信郎は、実績を

西村宏子著 すばる舎 所蔵：三石分館
言い方ひとつでどんなクレームもスピード解
決！クレーム応対の基本から予防策まで、
「こ
のお店ならまた買おう」と思ってもらえる 60
のテクニックを紹介する。今日から使える応

高畠じゅん子作 高畠純絵 ほるぷ出版 所蔵：三石分館
ある日、大どろぼうのヌスートに、王さまか
ら手紙がとどきました。「何でもぬすめるの
なら、わしのお宝をぬすんでみよ。勝負だ！」
それを読んだヌスートは、あることを思いつ

積み上げて、真の武家を目指すのだか…。

対例も満載。

いて…。

