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最近、CDやDVDなどの破損トラブルが相次いでいます。図書館で貸出しているCDやDVD
は、市販のものに比べたいへん高価ですので、大切にご利用ください。破損した場合は弁償を
お願いしています。特に小さなお子様がいる場合は、取扱いにご注意願います。

●第１部

「小さな橋で」

藤沢 周平 作
朗読 蛭川 みどり
（浦河町立図書館朗読ボランティア）

開館時間

●第２部

三石分館

新ひだか町図書館（本館）

「遅いしあわせ」藤沢 周平 作
朗読 熊谷 百合子
（朗読ユニット「ふたりしずか」代表）

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 3/4・18 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～
（3/5・12・19・26 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～
（3/5・12・19・26 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 3/1（火）10：30～
1 月 31 日【こども豆まき会】、2 月 20 日【サイエンスショウ＆ワークショップ】、2 月 21 日
【ふたりしずか朗読会】と開催し、どの事業も盛況でたくさんの方に来館・参加いただきました。
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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。

バビロンの秘文字

1

胎動篇

池上彰が世界の知性に聞く
どうなっている日本経済、世界の危機

サムライ最強図鑑

池上彰著，トマ・ピケティほか述 文藝春秋 所蔵：本館

平安時代～幕末に活躍した戦国武将&剣豪 111 人参上!!
永岡書店 所蔵：本館

恋人の里香に会いにストックホルムを訪れた
鷹見の目前で、彼女の勤務先の国際言語研究所
が爆破された。里香は未解読の<粘土板>と失
踪。鷹見にも襲撃者の手が…。古代と現代を?
ぎ、世界を駆けるアクション・ミステリー開幕。

10 人のインタビューが導く日本経済への処
方箋。池上彰がピケティ、トッド、岩井克人
ら世界の知性を直撃し、バブルの失敗の本質
を中曽根元総理、今井敬、堤清二ら 7 人の侍
に問う。

平安～明治に至るまでの有名なサムライたち
を紹介。過去の史料や文献からその能力や強
さ、性格などを分析。実際にはありえなかっ
た空想バトルや最強トーナメントで、どのサ
ムライが本当に強いのかを検証する。

倒れるときは前のめり

マステで素敵にアレンジ楽しいギフト
&おもてなし

へそのかくれが

有川浩著 KADOKAWA 所蔵：本館
「図書館戦争」等で人気の作家、有川浩のエッ

森珠美作品 メイツ出版 所蔵：本館
プレゼントのラッピングに欠かせないアイテ

中西翠文，かべやふよう絵 アリス館 所蔵：本館
幼稚園にあまのじゃくがやってきた! あま

セイ集。日々のつれづれ、創作の裏側、愛する
本や映画のことなど、デビュー書籍刊行前の
2003 年?2015 年までの全 94 本のほか、
小説「ゆず、香る」「彼の本棚」も特別収録。

ムの作り方や、プレゼントをとびきりかわい
く変身させたり、パーティーを華やかにした
りする、マステ使いの小技などを紹介します。
型紙も掲載。

のじゃくがおへその中にはいったら、さあ大
変。バケツの水を砂場にぶちまけたり、砂場
の山をくずしたり、みんなを困らせる、反対
なことばかりしたくなり…。

堂場瞬一著

中央公論新社

所蔵：本館

赤毛のアンナ
真保裕一著 徳間書店 所蔵：三石分館
母を亡くし、施設に引き取られた安那は、持
ち前の明るさで仲間たちを盛り上げていく。
15 年後、彼女が男を刺して逮捕されたとのニ
ュースが舞いこむ。仲間たちは奔走をはじめ
るが…。『読楽』掲載を単行本化。

ラメルノエリキサ
渡辺優著 集英社 所蔵：三石分館
女子高生・小峰りなのモットーはどんな些細な
不愉快事でも必ず「復讐」でケリをつけること。
そんな彼女が夜道でナイフで切り付けられた。
りなは犯人が残した「ラメルノエリキサ」とい
う言葉を手がかりに事件の真相を追うが…。

だって更年期なんだもーん
そうか!そうだったんだ!この不調… 最新版
ほしばあやこ著，松鳥むう著，善方裕美監修
主婦の友社 所蔵：三石分館
この症状は更年期? そもそも更年期ってなに?
更年期障害について、症状をチェックしながらマ
ンガやイラストで楽しく知ることができます。食
事法やアロマなど、更年期のセルフケアも紹介。

はじめてでも作れる!キャラ弁教室
少食、偏食のこどもも完食!人気ブロガーのベストレシピ!
山崎和代著 枻出版社 所蔵：三石分館
ラブラブうさぎのおべんとう、ロボットのり弁
…。キャラ弁作りが初めてでも失敗なく手軽に
作れるよう、初級から中級、上級までのキャラ
テクを写真でくわしく紹介。キャラおにぎりも
収録。見返しにコピーして使う型紙つき。

チャギントン チャガーはどこだ!?
講談社 所蔵：三石分館
ウィルソンを見つけられるかな? チャッツ
ワースは見つけられるかな? チャガー160
キャラクターが登場する、さがし絵の絵本。
おまけクイズも収録。

まじょになったら
ヘルガ・バンシュ作/絵，さとうよしこ訳
ワールドライブラリー 所蔵：三石分館
7 年に一度、魔女たちは小さな魔女にふさわしい子ども
を探し、夜中にベッドからそっと連れ出します。行き先
は魔女の国。そこで女の子の修業が始まります。一人前
の魔女になるには、どんなことを学ぶのでしょう?

