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ホームページトップ URL

図書整理日・年末年始に伴い、下記の期間を休館させていただきます。

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

平成２９年１２月３０日（土）～平成３０年１月５日（金）
休 館 中 の本 の返 却 はブックポストをご利 用 ください。
ＣＤ・ＤＶＤは、ブックポストに返 却 できませんので、お手 数 ですが図 書 館 開 館 中 に
図 書 館 カウンターまでご返 却 ください。

三石分館

新ひだか町図書館（本館）
開館時間

【上映作品】うっかり

ペネロペ

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 12/1・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～
（12/2・9・16 日）

たくさんおぼえたよ編

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～
（12/2・１6・23 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 12/5（火）10：30～

日

10/29 に三石分館で「図書館クエスト」、11/3 に本館で「こども一
日司書」をそれぞれ行いました！

「図書館クエスト」では、各部屋にあるクエスト（クイズ）のなぞ
がとけると、先に進むことができ、グループで力を合わせてクリアし
ていました♪

「こども一日司書」では、来館いただいた方に元気にあいさつをし
て、本の返却や貸出、書架整理・配架などを行いました♪
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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

31
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。

クリスマスを探偵と

ベルンド・ケストラーのミトン
親指から一気に編める

君たちはどう生きるか
漫画版・テキスト版

伊坂幸太郎/文，マヌエーレ・フィオール/絵 河出書房新社 所蔵：本館

ベルンド・ケストラー著 世界文化社 所蔵：本館

吉野源三郎/原作，羽賀翔一/漫画 マガジンハウス 所蔵：本館

舞台はドイツ。探偵カールがクリスマスの夜
に出会った、謎の男とは…? 伊坂作品のエッ
センスすべてが凝縮された、心温まる聖夜の
奇跡の物語。マヌエーレ・フィオールによる
幻想的で抒情的な雰囲気の挿し絵も収録。

自分の手に合わせながら、ちょうど良いサイズ
になったら目を止めて、でき上がり! ドイツの
レース編み(クンストストリッケン)から発想
を得た、親指から一気に編む画期的なオリジナ
ル・ミトンを紹介します。

自分の生き方を決定できるのは、自分だけだ。
人間としてあるべき姿を求め続ける、コペル
君と叔父さん-。「子どもたちに向けた哲学書
であり、道徳の書」として読み継がれてきた
歴史的名著。漫画版・テキスト版同時刊行。

ふたご

美しい海の浮遊生物図鑑

じてんしゃにのれたよ
乗り方と交通ルールを学ぼう!

藤崎彩織著 文藝春秋 所蔵：本館
彼は、私のことを「ふたごのようだ…」と言

若林香織著，田中祐志著，阿部秀樹/写真 文一総合出版 所蔵：本館
クラゲ、カメガイ、イカ・タコの幼体、エビ・

スタジオタッククリエイティブ 所蔵：三石分館
自転車を押して丸く歩いてみることから、ひ

った。私は全然そんな風には思わない。彼は、
私の人生の破壊者であり、創造者だった-。と
あるバンドの、結成前夜の物語。SEKAI NO
OWARI の Saori、初小説。

タコの幼生、タルマワシ、稚魚、放散虫…。海
に漂う多様で多彩な浮遊生物 250 種以上を高
精細な美しい写真とともに紹介する。観察や撮
影のポイントも収録。

とりで 8 の字に走る方法まで、子どもが補助
輪無しで自転車に乗るための練習方法を、写
真で詳しく紹介する。信号や標識についても
解説する。

詩人なんて呼ばれて

聴導犬のなみだ
良きパートナーとの感動の物語

世界はまるい

谷川俊太郎語り手・詩，尾崎真理子聞き手・文 新潮社 所蔵：三石分館

ガートルード・スタイン文，クレメント・ハード絵，マーガレ

18 歳のデビュー以来、第一線であり続ける詩
人・谷川俊太郎。女性たちとの出会い、創作の

野中圭一郎著 プレジデント社 所蔵：三石分館
保護センターに保護された子犬を、訓練士た
ちが愛情を持って育て、しつけ、やがて認定

源泉など、「国民的詩人」の核心と日本戦後詩
の潮流に、文芸ジャーナリスト・尾崎真理子が
迫る。書き下ろしを含め、厳選した詩も収録。

試験に合格して聴導犬になり…。聴導犬と訓
練士とユーザー、三者の深い絆と、聴導犬の
活躍を描く。

が絶えない作家、ガートルード・スタインが、子ども
たちへの贈りものとして書いた、ちいさな女の子ロー
ズの物語。1939 年に生まれたオリジナル版の新訳。

月夜の散歩

世界の美しい色の建築

きょうりゅうたちのクリスマス

角田光代著 オレンジページ 所蔵：三石分館
どうでもいいことを、ああでもないこうでも
ないと考えては書いている。そのことの不変
に感心し、そうしてちょっと、よかったな、
とも思う-。ささやかで愛おしい日常を角田光

大田省一編著 エクスナレッジ 所蔵：三石分館
ロイヤルハワイアンホテル、エカテリーナ宮
殿、サイゴン中央郵便局、奈良女子大学記念
館、湯島聖堂、タージマハル…。世界各地の
美しい色の建物を、美しい写真で色別に紹介

ジェイン・ヨーレン/文，マーク・ティーグ/絵，なかがわちひろ/訳 小峰書店 所蔵：本館
うきうき、そわそわ、待ちきれない。だって
明日はクリスマス! きょうりゅうたちのも

代が綴る。『オレンジページ』連載を書籍化。

する。

りに描いた絵本。

ット・ワイズ・ブラウン編集 KTC 中央出版 所蔵：三石分館
没後 70 年が過ぎた今も、実験的な言葉遊びにファン

とに、サンタさんはやってくるかな? 子ども
たちをきょうりゅうになぞらえ、愛情たっぷ

