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8/6 に【ぬいぐるみのおとまり会】を開催いたしました！
二日ぶりの再会に嬉しそうにお迎えに来ていましたよ♪

スタプラリーは８／３１（木）
まで開催中！
プレゼント引換期間は９／３
０（土）まで

製鉄工場で働くチャーリーは、ベルトコンベアーを流れる部品に
ねじを回し続けるという単純作業を繰り返していたが・・・
機械文明を痛烈に批判した、チャップリンの代表作。
監督・制作：チャールズ・チャップリン
出演：チャールズ・チャップリン ポーレット・ゴダード
１９３６年アメリカ映画白黒・サイレント（日本語字幕）８３分

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 えほんのへや
日時 9/1・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～
（9/2・9・16・23 日）

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～
（9/9・16・30 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 9/5（火）10：30～

日

月

火

水

木

プログラム
・ありときりぎりす
・シンデレラ
・怒り
・絵

～嘘ばっかより～（佐野洋子）

～嘘ばっかより～（佐野洋子）

～いのちの車窓からより～（星野源）
～Presents より～（角田光代）

・十三夜

～江戸おんな絵姿十二景より～（藤沢周平）

♪ハーモニカ演奏（小さな木の実、誰もいない海）
図書館の除籍本・寄贈資料を無料でお分けします。お一人１０冊まで
会場でアンケート「私の好きな本・おすすめの本・思い出の本」に
回答すると、更に１０冊持ち帰ることができます。
※寄贈本を募集しています。募集期間（8/1～9/30）
（百科事典・ＣＤ・ＤＶＤ・ビデオ・レコードを除く）
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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。

漬け床で絶品おかず
手間いらず、味が決まる

おしりたんてい いせきからの SOS

しらいのりこ著，寺田聡美著，山田奈美著，植松良枝著 家の光協会 所蔵：本館

トロルさく・え

「兜」は一流の殺し屋だが、家では妻に頭が上
がらない恐妻家。引退を考えながらも爆弾職人
を軽々と始末した兜は、意外な人物から襲撃を
受け…。全 5 篇を収めた連作集。『小説野性時
代』ほか掲載に書き下ろしを加えて単行本化。

しょうゆみりん、みそマヨネーズ、みそ粕、に
ら玉ねぎ、青じそトマト、ヨーグルトカレー…。
身近な調味料を合わせたベースを「漬け床」と
して、素材を漬けるだけでおいしくなる、便利
なレシピを紹介する。

ジャングルの奥深くから、助けを求める依頼
人とは…!? おしり探偵が、今回の事件もププ
ッと解決! 絵探しや迷路をしながら犯人を探

影裏

こんな建物だれがどうしてつくったの?
現代建築 100 の読み解き

ずかん海外を侵略する日本&世界の生き物

沼田真佑著 文藝春秋 所蔵：本館
会社の出向で移り住んだ岩手で、ただひとり心

ジョン・ズコウスキー著，藤井由理日本語版監修，藤村奈緒美訳 東京美術 所蔵：本館
ボストン現代美術館、モスクワ大学…。建築界

今泉忠明監修 技術評論社 所蔵：三石分館
あの身近な生き物が、海外では「侵略的外来生

を許した同僚の日浅。いつしか疎遠になった男
のもう一つの顔に、
「3.11」以後、触れること
になるのだが…。崩壊の予兆と人知れぬ思いを
繊細に描く。『文學界』掲載を単行本化。

の常識を打ち破る独創的な 100 の建物を取り
上げ、構造や素材、機能性や芸術性、新しい技
術との関わり、建築家と依頼主の関係などにつ
いて解説する。
激流のサバイバル 生き残り作戦

物」!? 日本の例を見ながら、外来生物につい
て解説し、日本にもなじみ深い生き物が海外を
侵略する様子や、世界を行き来する外来生物を
写真やイラストとともに詳しく説明する。

ゴースト

Ghost

るるぶにっぽんの水族館

おつきみバス

中島京子著

朝日新聞出版

JTB パブリッシング

藤本ともひこ作・絵 鈴木出版 所蔵：本館

AX （アックス）
伊坂幸太郎著

KADOKAWA

所蔵：本館

所蔵：三石分館

所蔵：三石分館

ポプラ社

所蔵：本館

す、謎解き探偵読み物シリーズ第 5 弾。ジャ
ケット裏にまちがい探しあり。

鬱蒼とした原宿の館に出没する女の子、20
世紀を生き抜いたミシン、おじいちゃんの繰

全国の水族館&体験スポット 157 を「アイド
ル水槽型」
「ショー演出型」などにわけて紹介。

今日はおつきみ。ところが、おつきさまにお
供えしたおだんごが、うさぎに盗まれてしま

り返す謎の言葉、廃墟と化した台湾人留学生
寮…。温かいユーモアに包まれた 7 つの幽霊
連作集。『小説トリッパー』連載を加筆修正。

実施イベントや人気の動物・魚類の有無がひ
と目でわかるインデックス付き。デー
タ:2017 年 6 月現在。

いました! バスくんとねずみたちが追いか
けていくと…。藤本ともひこの「いただきバ
ス」シリーズ。

オープン・シティ

カラオケ・ヒット名曲集
2017 全曲楽譜付

ロケット発射場の一日

テジュ・コール著，小磯洋光訳 新潮社 所蔵：三石分館
マンハッタンを日ごと彷徨する若き精神科医。
街路で目にする風景が、ナイジェリアでの思春
期の記憶、ブリュッセルで移民たちに聞いた苦
難の物語と共鳴し、大きな物語を描き始める
…。ナイジェリア系作家によるデビュー長篇。

自由現代社編集部編著 自由現代社 所蔵：三石分館
「天城越え(石川さゆり)」
「ずっとあなたが好
きでした(坂本冬美)」
「わが人生に悔いなし(石
原裕次郎)」など、カラオケで人気の名曲を厳
選し、歌詞・楽譜を見開きで掲載。

いわた慎二郎作・絵 講談社 所蔵：三石分館
イプシロンロケットの打ち上げ準備が進めら
れている内之浦宇宙空間観測所では、たくさん
の人たちが働いています。ロケットを運ぶ人、
組み立てる人、打ち上げの管制官…。ロケット
発射場での一日をイラストで再現した絵本。

