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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。

新ひだか町図書館（本館）
開館時間

注意事項

三石分館

10：00～18：00

開館時間 10：00～18：00

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～
（6/3・10・17・24 日）

①開館日の変更について（日曜日も開館します）
開館日が毎週火曜から日曜となります。（休館日：毎週月曜・祝日の翌日・図書整理日）

②旧三石分館前のブックポストへの返却について

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 6/16 14:30～
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～
（6/10・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 6/6（火）10：30～

６月１０日以降につきましては、旧三石分館前のブックポストは撤去いたしますので、移転先（新
三石分館）に設置しておりますブックポストをご利用ください。
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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」
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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
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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。

４/２９に「こども一日
司書」を今年もおこない
ました。カウンターで貸
出や返却などのお仕事
をしていただきました。

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。

劇場
又吉直樹著

新潮社

所蔵：本館・三石分館

飾り結びもできるおしゃれな作り帯
帯を切らずにアレンジ自在!

空を飛ぶ昆虫のひみつ

和らく会著

星輝行写真・文 少年写真新聞社 所蔵：本館

河出書房新社

所蔵：本館

昆虫のいろいろな飛び方、飛ぶメカニズム…。
昆虫の飛ぶ姿を鮮明な写真に撮り、空を飛ぶ
ひみつを探る、写真絵本。昆虫以外の飛ぶ生

一番会いたい人に会いに行く。こんな当たり
前のことが、なんでできへんかったんやろな
-。かけがえのない大切な誰かを想う、切なく
も胸にせまる恋愛小説。
『新潮』掲載を単行本
化。

帯結びがいらない作り帯があれば、誰でも簡単
に美しく着物を着ることができます。名古屋帯
や袋帯で作る基本の帯結びから飾り結びまで、
帯を切らずに畳んで、糸でぬいとめるだけの作
り帯の仕立て方をプロセス写真で紹介します。

さらば愛しき魔法使い

カニカマ 100 皿 世界の食卓を変える!

ぜんぶわかる!アゲハ

東川篤哉著 文藝春秋 所蔵：本館
派手に活躍するマリィたちに、オカルト誌「マ

カニカマファンクラブ著 文藝春秋 所蔵：本館
カニカマのカツやてんぷら、カニカマのパエリ

新開孝著，蟻川謙太郎監修 ポプラ社 所蔵：三石分館
アゲハの視力は 0.02? はねのもようには意

ー」が目をつけた。2 人の、そして八王子の
未来はどうなる!? 家政婦魔法使いのマリィ
と変態刑事の小山田聡介が難事件に挑むシリ
ーズ第 3 弾。
『オール讀物』掲載を単行本化。

ア、カニカマ餃子、カリフォルニアロール…。
使い方次第でカニ以上の実力を発揮するカニ
カマのレシピ集。カニカマにまつわる情報を紹
介するコラムも掲載。

味がある? 知っているようで知らないアゲ
ハの秘密を 200 点以上の写真で紹介しま
す。幼虫の飼い方も掲載。ジャケットそでに
クイズ、見返しに奥付などあり。

僕が殺した人と僕を殺した人

つらい更年期障害をしっかり乗り越える方法
女性ホルモンの攻略による 40 代からの更年期対策

ねことさかなとなみぼうず

東山彰良著

文藝春秋

所蔵：三石分館

き物たちも紹介します。見返しに昆虫の写真
あり。

わたなべゆういち作・絵 フレーベル館 所蔵：本館

2015 年冬、アメリカで連続殺人鬼「サック
マン」が逮捕された。
「わたし」は台湾で過ご

対馬ルリ子著 ナショナル出版 所蔵：三石分館
40 代からの更年期対策をどのようにすればい
いのか? 女性ライフクリニック銀座院長であ

した少年時代を想い出していく。1984 年。
13 歳だった。わたしはサックマンを知って
いた…。『別冊文藝春秋』連載に加筆修正。

る著者が、女性ホルモンの攻略法、植物性ホル
モンの有用性などから解説する。更年期症候群
を乗り越えるための方法も Q&A 形式で掲載。

板に乗り込んできました。なみぼうずとその子
分たちとともに波乗り遊びをはじめますが…。
絵が飛び出す、ポップアップのしかけ絵本。

踊れぬ天使

種牡馬戦略 SUPER ハンドブック 2017-18
馬券の現場で神ってる!

ほっぷすてっぷかぶとむし

原宏一著 祥伝社 所蔵：三石分館
持ち込まれた食材で料理を作る「移動調理屋」
の佳代。ズッキーニ麵ポモドーロ、手打ち冷
やしラーメン…。佳代のおいしい料理がワケ
ありな人びとの心を優しく満たす、絶品ロー

水上学著 ベストセラーズ 所蔵：三石分館
種牡馬の産駒の傾向を、馬券戦略に直結した
視点から捉え直したデータブック。王道種牡
馬 24 頭、個性派種牡馬 110 頭などを取り
上げ、父系と父馬&母父馬、著者の見解、芝・

増田純子作 福音館書店 所蔵：三石分館
かぶとむしくん、はじめは片足あげてケンケ
ン。次は両足をつけて、ホップ、ステップ、
ジャーンプ! そして最後は、羽をひろげて…。
元気なかぶとむしを描いた絵本。

ドノベル。『小説 NON』連載を書籍化。

ダートのピンポイントデータ等を掲載。

(佳代のキッチン

3)

砂浜に流れついた板で、波乗りを楽しむ「ねこ
ざかな」。そこへ、なみぼうずがやってきて、

