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平成 28 年 9 月号

発行日：平成 28 年 8 月 25 日
新ひだか町図書館（本館）
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】８/２～１０/２（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。

静内山手町 3-1-1 TEL 0146（42）4212

三石分館
三石本町 171-1

TEL 0146（33）2051

ホームページトップ URL
http://www.shinhidaka-library.jp/

主演：ジョン・ウェイン監督：ジョン・フォード
1949年度アカデミー撮影（カラー）賞。字幕・104分
退役目前の騎兵隊長は、亡き妻と息子の墓に別れを告げ、最後の６日間
の任務に着く・・・騎兵隊３部作の第２作。

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 9/2・16 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～
（9/3・10・17・24 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～
（9/3・10・17・24 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 9/6（火）10：30～
プログラム
第１部 【詩】 「母に云う」、「春と修羅」、「雨ニモ負ケズ」
第２部 【小説】「注文の多い料理店」、「セロ弾きのゴーシュ」
第３部 【マンドリン演奏】 出演 静内プレクトラムアンサンブル

定員１００名 事前申込制（先着順）９月１日から申込開始
申込方法 図書館（本館・三石分館）にある申込書に記入してカウン
ターへ提出してください。
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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。

玉依姫
阿部智里著

おしりたんてい ふめつのせっとうだん

動物ぽんぽん
文藝春秋

所蔵：本館

trikotri 著

誠文堂新光社

所蔵：本館

トロルさく・え

ポプラ社

所蔵：本館

かつて祖母が母を連れて飛び出したという山
内村を訪ねた高校生の志帆は、村祭りの晩、
恐ろしい儀式に巻き込まれる。絶体絶命の志
帆の前に現れた青年は、味方か敵か、人か烏
か-。八咫烏シリーズ。

ライオン、シマリス、うさぎ、くま、すずめ、
はりねずみ…。ぽんぽんをベースにしたかわ
いい動物のブローチやミニマスコットの作り
方を大公開。ぽんぽん作りの基本も教えます。
コピーして使うくちばしなどの型紙つき。

お金持ちの家を狙う窃盗団・ブラックシャド
ー団がやってきた。おしり探偵が、今回の事
件もププッと解決! 絵探しや迷路をしながら

プーの細道にたった家

北の動物カメラマン泊和幸

子どものうちに知っておきたい！おしゃれ障害

A.A.ミルン著，阿川佐和子訳 新潮社 所蔵：本館
少し大きくなったクリストファー・ロビン、

北野麦酒著 彩流社 所蔵：本館
写真家・泊和幸はなぜ写真家となり、現在も

岡村理栄子監著 少年写真新聞社 所蔵：三石分館
つけまつげ、メイク、茶髪、ピアス、カラー

ちょっと脳みその小さいクマのプー、恐がり
なコブタのコプタン、年寄りロバのイーヨー
たちの間抜けな冒険、衰えぬ食欲、永遠の友
情を描く。「プー横丁にたった家」の新訳。

動物を待ち続けているのか。命の大切さや野
生動物の本当の姿を伝える写真を多数掲載
し、泊和幸の写真家としての生き方に迫る。

コンタクトレンズ…。「おしゃれによる障害」
を個々に取り上げ、その対処と指導方法を解
説。多くの写真を掲載し、「誤ったおしゃれ」
に警告する。
「自分らしさ」についても考える。

風を繍う

いちばんよくわかる超図解土と肥料入門

船を見にいく

あさのあつこ著 実業之日本社 所蔵：三石分館
江戸・深川の縫箔（刺繍）屋・丸仙の娘・お
ちえと、
「弟子入りしたい」と丸仙を訪れた美
しい若侍・吉澤一居。ふたりの人生が交差し

加藤哲郎監修

アントニオ・コック作，ルーカ・カインミ絵，

ぬ

たとき、江戸を震撼させる娘惨殺事件が起こ
り…。
『月刊ジェイ・ノベル』連載を単行本化。

家の光協会

所蔵：三石分館

犯人を探す、謎解き探偵読み物シリーズ第 3
弾。

土づくりと資材選びのポイントを知れば、野菜
の生育がぐんとアップする。さまざまなタイプ

なかのじゅんこ訳 きじとら出版 所蔵：本館
ぼくはよく、船を見にいく。すると、いろん

の土や畑の状態を想定した土づくりの方法、市
販の堆肥や石灰など資材の特徴を説明。野菜ご
との施肥プランも紹介する。

なひみつが見えてくるんだ…。男の子の想像
がひろがる港でのひとりの時間。はたらく
人々の力強さ、世界の大きさを感じる絵本。

罪の声

色弱の子どもがわかる本
家庭・保育園・学校でできるサポート術

いたずらジャック

塩田武士著 講談社 所蔵：三石分館
父の遺品の中からカセットテープを見つけた俊
也。幼い自分の声の音声は 31 年前の未解決事
件で恐喝に使われた録音テープと全く同じだっ
た…。
「グリコ・森永事件」をモデルにした長編

カラーユニバーサルデザイン機構原案 福井若恵コミック かもがわ出版 所蔵：三石分館
靴下の色を間違えて履く、サッカーの試合でユ
ニフォームの色が区別できない、地図上の「現
在地」がみつけられない…。幼児から中学生ま
での色盲・色弱・色覚以上に関する相談を取り

ＮＡＵＧＨＴＹ ＢＯＹ ＪＡＣＫ00
橋本さやか著 滋慶出版/つちや書店 所蔵：三石分館
“かぼちゃのおばけ”のジャックは毎日だれ
かをびっくりさせたくて、いろんないたずら
を考えます。でもある日、女の子から「つま
らない」と言われて大ショック。ジャックは

小説。『小説現代』電子版連載を単行本化。

上げ、対応策をコミックでわかりやすく解説。

たくさん考えて…。

