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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

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

館で貸出している本やAV資料は、大切にご利用ください。（本の角を折り曲げ
たり、汚れたままの手で扱ったりしないで下さい。）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。

新ひだか町図書館（本館）

「春」

開館時間

・うぐいす

～江戸おんな絵姿十二景より～（藤沢周平）

・ランドセル
・老いの夢
・小梅堤
・関屋の里

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～
（５/６・13・20・27 日）

～Presents より～（角田光代）
～九十歳。何がめでたいより～（佐藤愛子）

・お地藏さんの申し子

10：00～18：00

～九十歳。何がめでたいより～（佐藤愛子）

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 5/2（火）10：30～

～江戸アルキ帖より～（杉浦日向子）
～江戸アルキ帖より～（杉浦日向子）

新施設への移転準備のため下記期
間休館いたします。利用者の皆様には
ご迷惑をおかけしますが、ご了承願い
ます。
休館期間

～6 月 9 日（金）まで
※
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新三石分館の開館日は、６月１０日
（土）を予定しています。
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平成２９年４月１日（土）

総合町民センター「はまなす」1 階：三石本町 212】

※

本館は通常通り開館しております。

※

分館休館中、新刊本の交流は中止いた
します。また、分館からの資料の取寄
せはお受けできません。

藤沢周平の最高傑作「蟬しぐれ」が映画化
私たちがどこかに忘れてきた「大切なもの」が、ここにある。
青春、友情、父から子へ継承される人としての生き方、そしてひとりの人を
想いつづける愛の物語が、四季折々の美しい日本の風景の中で描かれる。

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

※

CD・DVD は破損の恐れがあるため、
本館カウンターにご返却ください。

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。）

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。

こころとからだのネジを緩めればうまくいく

果鋭
黒川博行著

幻冬舎

所蔵：本館

ドイツ流掃除のカリスマがとく「小さな日々の習慣」

ナビラとマララ
「対テロ戦争」に巻き込まれた二人の少女
宮田律著

講談社

所蔵：本館

右も左も腐れ狸や-。元刑事の名コンビがマト
にかけたのは、パチンコ業界。出玉の遠隔操
作、極道顔負けの集金力、警察との癒着…。
我欲にまみれた 20 兆円産業の闇を突く。
『函
館新聞』等掲載を加筆修正。

沖幸子著 プレジデント社 所蔵：本館
好き嫌いをなくす、過去を悔やまない、今でき
ることを大切にする、一点豪華に暮らす…。人
生を豊かにし、生きる心地よさも同時に教えて
くれる、小さな習慣の数々を伝えます。

優しい水

自己責任社会の歩き方
生きるに値する世界のために

にんじゃざむらいガムチョコバナナ 004
ばけものりょかんのまき

日明恩著 徳間書店 所蔵：本館
魚が全滅したバケツの中に“白いもやもやした

雨宮処凛著 七つ森書館 所蔵：本館
弱いもの、貧困者、障害者が徹底的に踏みにじ

原 ゆ た か 作 ・ 絵 ， 原 京 子 作 ・ 絵
KADOKAWA 所蔵：本館

もの”を見つけた洋は、喧しい近所の犬や、仲
良くなれない友達にその水を飲ませ…。少年の
好奇心によってもたらされた見えざるモノが
日本を揺るがす! 『読楽』連載に加筆修正。

られ、すべて「自己責任」で片付けられてしま
う社会。相模原事件、電通過労死事件、秋葉原
事件犯人の弟の自殺などを通して現代の病巣
を描く。『マガジン 9』連載を書籍化。

ガムのにんじゃ、チョコのさむらい、バナナ
のうま。へんてこ 3 人組が活躍するドタバタ
時代劇。旅館に 21 匹のおばけがあらわれた!
にんじゃのガムべえたちが事件を解決する!

キトラ・ボックス KITORA BOX

祖父母手帳
もう孫育てで悩まない!祖父母&親世代の常識ってこんなにちがう?

きたきつねとしろふくろうたすけあう

池澤夏樹著 KADOKAWA 所蔵：本館
奈良天川村-トルファン-瀬戸内海大三島。それ
ぞれの土地で見つかった禽獣葡萄鏡は同じ鋳
型で造られたと大学准教授・三次郎は推理す

パキスタンの少女、マララとナビラの運命を
分けたものは? 現代イスラムの研究者が、
「対
テロ戦争」に巻き込まれた 2 人の少女の身の
上に何が起きたのかを紹介しながら、
「対テロ
戦争」が終わらない理由を解き明かす。

森戸やすみ監修 日本文芸社 所蔵：本館
赤ちゃんを大事に思う気持ちは、祖父母も親
も同じ-。祖父母と親の育児心得や、「いま」

手島圭三郎絵・文

絵本塾出版

所蔵：本館

る。博物館研究員の可敦と謎を追うが、何者か
の襲撃を受け…。『本の旅人』連載を書籍化。

と「昔」の育児の違いをはじめ、
「妊娠編」
「育
児編」にわけて、
「いま」の育児の常識を紹介。
孫のお世話で知っておきたいことも教える。

後日、きたきつねは鳥を捕まえて飛ぶしろふく
ろうを見て…。厳しい自然の中で力強く生きる
動物の姿を描く、ダイナミックな版画絵本。

いのちの車窓から

生死を分ける、山の遭難回避術

星野源著 KADOKAWA 所蔵：本館
ドラマ「逃げ恥」「真田丸」、ヒット曲「恋」
に「紅白」出演と、怒濤の日々を送るなかで
紡いできた風景、心の機微-。星野源の魅力、
そのすべてがわかる、誠意あふれるエッセイ

羽根田治著 誠文堂新光社 所蔵：本館
山岳遭難の第一人者による、遭難回避の入門
書。実際に起きた事故事例を取り上げ、同様
の事故を繰り返さないためにはどうしたらい
いのかを、わかりやすい写真&イラストで解

集。
『ダ・ヴィンチ』連載に書き下ろしを追加。

説する。

ある寒い日、お腹をすかせて海岸にやって来た、
きたきつねは、しろふくろうを見かけました。

雑草のくらし
あき地の五年間
甲斐信枝さく 福音館書店 所蔵：本館
丹念な観察を基に植物の世界を描いてきた
絵本作家 甲斐信枝さん・85 歳の代表作。丹
念に足元の世界を見つめた、出版から 30 年
以上たつ今も版を重ねるロングセラー。

