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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

①住所や電話番号の変更はありませんか？

変更がある場合は、お手数ですが図書館カウンターへ登録

変更申請と新しい住所等を確認できるもの（免許証など）をお出しください。
②本の返し忘れはありませんか？

借りている本がありましたら、忘れずに返却をお願いします。図書

館が閉まっている場合はブックポストへ返却をお願いします。
※一部貴重資料や大型本、ＡＶ資料（ＣＤ・ＤＶＤ等）は図書館カウンターへの返却をお願いしております。
ブックポスト場所 本館入口、三石分館前、静内保健福祉センター、公民館前、ピュア１階、㈱なかむら横

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 4/15 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～
（4/2・9・16・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～
（4/2・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 ４月はお休みします
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～図書館本館で本の貸出・返却を体験してみませんか？～
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【申込】図書館本館・三石分館にある申込用紙に必要事項
を記入の上、直接カウンターにお申込みください
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【実施日】４月３０日（土）
【対象】町内にお住いの小学校 3～6 年生

※応募者多数の場合は抽選となります。

【締切】４月１５日（金）まで

（昨年実施した、こども一日司書の様子です♪）

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。

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。

教場

2

長岡弘樹著

小学館

所蔵：本館

モンスターマザー
長野・丸子実業
「いじめ自殺事件」教師たちの闘い

マンガでよくわかるホントに通じる
英会話 Speak Real English!

福田ますみ著

読売中高生新聞編集室著，英会話イーオン著 かんき出版 所蔵：本館

新潮社

所蔵：本館

“退校”宣告から執行までのタイムリミット
は 1 週間。風間教場に編入された不運を呪い
ながら、己と闘え! スリリングにしてミステ
リアスな“警察学校”小説。
『STORY BOX』
掲載に大幅な加筆改稿を行い単行本化。

不登校の高 1 男子が自殺した-。校長を殺人
罪で告訴した母親、加勢する人権派弁護士、
県議、妄信するマスコミ。自殺の真相を求め、
教師たちは“モンスター”との対決を決意す
る…。『新潮 45』掲載を単行本化。

カリフォルニアで暮らす 5 人の若者が織りな
すドタバタ劇を通じて、ネイティブが普段話す
リアルな英語をとことん紹介する。ネイティブ
の発音を動画で確認できる QR コード付き。
『読
売中高生新聞』連載に加筆・修正して書籍化。

やがて海へと届く

日本史有名人の身体測定

楽しく遊ぶ学ぶせかいの図鑑

彩瀬まる著 講談社 所蔵：本館
すみれが消息を絶ったあの日から 3 年。すみれ

篠田達明著 KADOKAWA 所蔵：本館
西郷隆盛 180cm 前後、豊臣秀吉 140cm 台

中山京子監修 小学館 所蔵：三石分館
言葉、遊び、食べ物…身近な話題からせかい

の恋人だった遠野は彼女の荷物を処分しようと
言い出す。親友を亡き者として扱う遠野に反発
する真奈は悼み悲しみ続けるが…。死者の不在
を祈るように埋めていく、喪失と再生の物語。

…。あらゆる資料から導きだした偉人たちの意
外な実像とは? 歴史上の人物 132 人の身体
測定をおこない、体形のイラストと略歴を掲
載。寿命や持病、死因等のデータも収録する。

を体感! カラーの写真やイラストで、世界の
国や地域にまつわる事柄を紹介する図鑑。英
語教育にも役立つ。見返しに世界の服などを
掲載。

余命二億円
How much is your price?

グッド・フライト、グッド・ナイト
パイロットが誘う最高の空旅

しんかんせんでゴーッ

周防柳著 KADOKAWA 所蔵：三石分館
父親が事故に遭い、植物状態になってしまっ
た。延命治療を続けるべきか否か。父親の遺

マーク・ヴァンホーナッカー著，岡本由香子訳
早川書房 所蔵：三石分館
パイロットが最も心動かされる上空からの眺めは? 雲

視覚デザイン研究所さく，くにすえたくしえ

産は二億円だという。息子ふたりは葛藤する
が…。家族のカタチと金の価値を描いた、家
族サスペンス長編。

の中へ飛び込むのってどんな感じ? 日々ボーイングを
飛ばして世界をめぐる現役パイロットが、愛してやまな
い大空と、その果てしないロマンについて語り尽くす。

九州から本州、北海道まで、けんたとマーくんの鉄
道の旅が始まります! さがし絵も楽しめる絵本。観
音開きのページ、見返しに本文・イラストあり。

いのちをむすぶ

藤田智のこだわりの野菜づくり
地方野菜・変わり種に挑戦!

きかんしゃホブ・ノブ

佐藤初女著 集英社 所蔵：三石分館
ともに食すことは、ともに在ること。どんなに言
葉を尽くして話すより、深いところで通じ合えま
す-。森のイスキアの四季の風景、お料理、そし
て生前の写真とともにつづる、<東北のマザー>

藤田智著 技術評論社 所蔵：三石分館
野菜づくり初心者はもちろん、めずらしい野
菜を栽培したい人に向けて、定番野菜のつく
り方から、こだわりの地方野菜、中国野菜・
おもしろ野菜のつくり方まで紹介する。おい

佐藤初女さんの最期のメッセージ。

しい野菜をつくる匠のワザも伝授。

ルース・エインズワース作，上條由美子訳，
安徳瑛画 福音館書店 所蔵：三石分館
機関車ホブ・ノブは、動物たちを乗せて遊園地
へ。途中、まっくらなトンネルを怖がる動物た
ちを、ホブ・ノブは汽笛と、明るい火の粉で安
心させます。そして、遊園地へ着くと…。

視覚デザイン研究所 所蔵：本館
九州新幹線「みずほ」、北陸新幹線「かがやき」…。

