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三石分館からのお知らせ
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
旧三石分館前のブックポストは撤去いたしましたので、移転先（新三石分館・総合町民センター
「はまなす」１階）に設置しておりますブックポストをご利用ください。

町内の５つの施設へいってみよう！
スタンプを５つ集めると素敵なグッズがもらえる！
スタンプラリー施設
・新ひだか町図書館（本館）

新ひだか町図書館（本館）

・新ひだか町博物館

開館時間

・新ひだか町アイヌ民俗資料館
・ライディングヒルズ静内

平成 2９年 7 月 1 日（土）
～

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～
（7/1・8・15・22 日）

・新ひだか町図書館（三石分館）

期間

三石分館

平成２９年 8 月 31 日（木）

スタンプラリー台紙：スタンプラリー施設にあります

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 7/7・21 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～
（7/1・8・22・29 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 7/4（火）10：30～

記念品（次の中から１点）
・ライディングヒルズ静内「おためしトレッキング券」 3 名様
・新ひだか観光協会プレゼントセット １０名様
・馬グッズ、キャラクターグッズ
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景品引換場所：新ひだか町図書館（本館）
景品引換期間：平成 29 年 7 月 1 日（土）

１

１

～平成 29 年 9 月 30 日（土）まで
参加資格：どなたでも参加できます。
※お一人様１枚１回限りとさせていただきます。

（日時）7 月２9 日（土）
午後 1 時 30 分～午後３時ごろ
（会場）新ひだか町図書館・博物館
内容 ① 七夕のお話
② 工作（たなばた飾り）
③ こども縁日

（日時）7 月１５日（土）午後 1 時 30 分～午後４時
（会場）総合町民センターはまなす１階プレイルーム
内容 ① 読み聞かせ
② 工作（スライムづくり）
無料・事前申込制（先着２0 名まで）です
申込方法 チラシに必要事項を記入して 、図書
館カウンターへ提出してください。
申込期間 平成２9年６月２７日（火）
～平成２９年７月１４日（金）
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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。

アンカー
今野敏著

ANCHOR
集英社

所蔵：本館

ミシュランガイド北海道 2017
RESTAURANTS&HOTELS 特別版

世界恐竜発見地図

日本ミシュランタイヤ

ヒサクニヒコ絵・文

所蔵：本館

岩崎書店

所蔵：本館

地球は恐竜だらけだった! ドイツで
見つかったアーケオプテリクス(始祖鳥)、サハ
リンの炭鉱から見つかったニッポノサウルス

報道番組の記者・布施は、10 年前の未解決事
件に関心を寄せる。警視庁特命捜査対策室の刑
事・黒田は、この件の継続捜査を担当すること
に…。異色コンビが活躍する「スクープ」シリ
ーズ第 4 弾。『小説すばる』連載を単行本化。

素材の質、料理の技術とセンス、風味の調和と
明快さ、献立バランス等を考慮して選ばれた、
北海道のレストラン・宿泊施設を掲載。基本デ
ータ、おいしさ・快適度などを記載。Web 版
を優待価格で利用できる袋とじ特典付き。

女の子が生きていくときに、覚えていてほしいこと

DIY でできる!壁・床リフォーム&メンテナンス百科 決定版

怪談オウマガドキ学園
妖怪たちの職場見学

西原理恵子著 KADOKAWA 所蔵：本館
お寿司も指輪も自分で買おう…。母から娘へ

学研プラス 所蔵：本館
自分でできるリフォームのファーストステッ

常光徹責任編集，村田桃香絵，かとうくみこ絵，山崎克己絵 童心社 所蔵：三石分館
オウマガドキ学園のクラスメートはオバケ

の厳しくもハートフルな生き方指南。もうす
ぐ、大きな帆をあげて、子どもたちの船が漕
ぎ出していく。人生という航路に絶対安全は
ないからこそ、今伝えておきたいことを綴る。

プ! 壁・床 DIY リフォームで理想の住まいを手
に入れるためのプラン・養生・施工・メンテナ
ンスのすべてを徹底解説する

と幽霊と妖怪と…。さあ、もうすぐ授業がは
じまるよ。23 は、
「職場」をテーマに 13 編
の怖い話を収録。見返しに 4 コママンガ等あ
り。

基本のイタリアン
おうちでパパッと&作りおきもできる

東京カウガール
小路幸也著

PHP 研究所

所蔵：三石分館

など、1020 頭もの竜の化石の産地を紹介。
世界化石発掘物語等も掲載。

そらまめくんのはらっぱあそび

23

なつのいちにち

なかやみわさく 小学館 所蔵：本館

カメラマン志望の大学生・木下英志は、人気の
ない公園で 1 人の女性が屈強な男たちを叩き

主婦の友社編 主婦の友社 所蔵：三石分館
定番パスタから前菜、スープ、メインディッ
シュ、ピッツァ&パン、華やかスイーツまで、

のめす姿を撮影する。<カウガール>と名付けた
彼女の画像を頼りに、その正体に近づく英志だ
ったが…。『WEB 文蔵』連載に加筆・修正。

簡単なのにごちそう感たっぷりのイタリア料
理のレシピを紹介。料理ビギナーでもおいし
くできるコツも満載。

よ!」とおおはりきりで…。見返しに「はら
っぱずかん」等あり。

満月の泥枕

自重筋トレ+骨トレ
ポキッ、ぐったり、ぷよぷよしない体をつくる

ばけこちゃんのたなばた

比嘉一雄著 祥伝社 所蔵：三石分館
なんだか最近疲れやすい、膝や腰が痛む、骨密
度が気になる…。しなやかでかっこいい体と、
折れにくい骨は、週 1 回の気持ちいい運動で

苅田澄子脚本，中谷靖彦絵 童心社 所蔵：三石分館
化け猫のばけこちゃんは、友だちと七夕かざり
を作ります。夜空には天の川がきらきら。「星
空をとべたら、たのしいだろうにゃあ」 ばけ

キープできる。一生モノの「疲れない、太らな
い、骨折しない」体をつくる方法を紹介。

こちゃんが短冊に願いを書こうとすると、いっ
たんもめんのもめくんがやってきて…。

道尾秀介著 毎日新聞出版 所蔵：三石分館
娘を失った男、母に捨てられた少女。ろくで
もない生活の終わりは、いつくる? 生の悲哀、
人の優しさが沁みわたる人情ミステリー。
『毎
日新聞』連載を単行本化。

なつです。朝日のまぶしさで目をさましたそ
らまめくんは、「今日はすごいものをつくる

