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古本市で実施した読書アンケートをもとに選びました♪

平成 29 年 11 月号
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静内山手町 3-1-1 TEL 0146（42）4212

三石分館【総合町民センター「はまなす」1 階】
三石本町 212

（11 月のそれぞれの記念日にちなんだ本）

TEL 0146（33）2051

ホームページトップ URL

（すうじやさんすうの本）

http://www.shinhidaka-library.jp/

最近、本やAV資料（CD・DVDなど）の汚損・破損が相次いでいます。図書館で貸出して
いる本やAV資料は、大切にご利用ください。汚損・破損した場合は弁償をお願いする場合が
あります。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。

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。

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 プレイルーム
日時 11/17 14：30～
11 月の読み聞かせは秋の工作をするよ♪
おはなしたんぽぽ
場所 三石分館 おはなしのへや
日時 毎週土曜日 １３：００～
（11/11・１8・25 日）

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～
（11/4・11・18・25 日）
９月から 10 月にかけて、本館・三石分館にて、
わくわく工作教室、出張プラネタリウム、古本市、
読み聞かせ講座、人形劇を行いました。たくさん
の方に参加・来館いただきまして誠にありがとう
ございます。今後も朗読会や上映会、季節の事業
など予定しておりますので、ぜひご参加ください。

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。

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 11/14（火）10：30～
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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。

琥珀の夢

上・下

伊集院静著

集英社

小説鳥井信治郎
所蔵：本館

中学生プロ棋士列伝
天才棋士たちの輝かしい活躍と熱いドラマ

わかったさんのふんわりケーキ

洋泉社

寺村輝夫原文，永井郁子企画・構成・絵 あかね書房 所蔵：本館

所蔵：本館

「わかったさんのおかし」シリーズから生ま
れたレシピ本。ホットケーキ、ショートケー
キ、クレープ、マドレーヌから、まっちゃど

日本初の国産ウイスキー造りに精魂をかけた
鳥井信治郎。明治・大正・昭和を駆け抜けた
サントリー創業者と、その「やってみなはれ」
の精神を受け継ぐ末裔を描く。『日本経済新
聞』連載に加筆し単行本化。

将棋界史上、わずか 5 名しかいない中学生棋
士。加藤一二三九段、谷川浩司九段、羽生善治
二冠、渡辺明竜王、藤井聡太四段の輝かしい活
躍と熱いドラマを振り返る。加藤一二三九段、
渡辺明竜王のインタビューも掲載。

西郷の首

フェルト羊毛でつくる和のこもの

竜が呼んだ娘

伊東潤著 KADOKAWA 所蔵：本館
西南戦争で西郷隆盛の首を発見した陸軍軍

須佐沙知子著 朝日新聞出版 所蔵：本館
富士山、桜と文鳥のブローチ、招き猫、ひな飾

柏葉幸子作，佐竹美保絵 朝日学生新聞社 所蔵：三石分館
竜に呼ばれたものだけが村を出ることがで

人・千田文次郎と、大久保利通を暗殺した島
田一郎。異なる道を歩んだ元加賀藩士 2 人の
友情と生き様から「維新」と「武士の世の終
わり」を描く。
『小説野性時代』掲載を書籍化。

り、薬玉、こけしと手まり、和飴のイヤリング
…。日本をイメージさせるモチーフのフェルト
羊毛のこものを、作り方とともに紹介する。

きる、罪人の村に生まれたミア。竜に呼ばれ
たミアは、村を出て、王宮で暮らすことにな
るが…。『朝日小学生新聞』連載を再構成し
単行本化。

トップリーグ

週一回の作りおき漬けおきレシピ

きのうえのおうちへようこそ!

相場英雄著 角川春樹事務所 所蔵：三石分館

検見崎聡美著

ドロシア・ウォーレン・フォックス作，おびかゆうこ訳 偕成社 所蔵：本館

官房長官番となった新聞記者・松岡。彼の同
期で、今は週刊誌のエース記者である酒井が、

<食材>は、ゆでたり焼いたりするだけ。<漬け
だれ>は、調味料を混ぜるだけ。あとは時間が

木の上のおうちで、いぬやくまたちと暮らす
ツイグリーさん。あるとき、大雨に襲われ、

「都内の埋立地で発見された 1 億 5 千万円」
の真相を追ううちに、一大疑獄事件が浮かび
上がり…。
『ランティエ』連載に加筆し書籍化。

おいしくしてくれる! おかずに、お弁当に、お
つまみにと大活躍の、肉・魚・豆腐・野菜の
作りおき漬けおきレシピを紹介します。

町が海のようになってしまった。ツイグリー
さんは、町の人たちを助けようと奮闘し…。
アメリカで 50 年間愛される絵本。

百貸の魔法

繕うワザを磨く金継ぎ上達レッスン

があちゃん

村山早紀著 ポプラ社 所蔵：三石分館
閉店の噂が飛び交う星野百貨店。だが、スタ
ッフたちは店を守ろうと、今日も売り場に立
ちつづけ-。百貨店で働く人たちと館内に住む
と噂される「白い猫」が織りなす、魔法のよ

持永かおり監修 メイツ出版 所蔵：三石分館
伝統の漆技法で、大切な器をよみがえらせる
-。金継ぎで使う道具と材料から、小さな欠け、
ヒビ、割れ、難易度の高い破損の繕い方まで、

かつやかおりさく 福音館書店 所蔵：三石分館
があちゃん、があがあ、こんにちは-。おも
ちゃのあひるのがあちゃんは、ぽかぽかのお
ふろに入って、もぐったり、ぽんと出たり、

金継ぎの基本と応用をカラー写真でわかりや
すく解説する。

頭や体をせっけんで洗って泡だらけになっ
たりして…。おふろが楽しくなる絵本。

うな物語。「桜風堂ものがたり」の姉妹編。

青春出版社

所蔵：三石分館

らやき、さくらもちまで、ふんわりふかふか
なおかしを紹介します。

