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たいせつ

・図書館で除籍した本や、寄贈の本をお分けいたします。

図書館（本館）で町内の小学生が、
大雪読書キャラバンとは
国立大雪青少年交流
の家が行う地域読書

一日司書として活躍します！
ぜひご来館ください。

活動支援事業。北海道
立図書館等と連携し、

内容：読み聞かせと缶バッジづくり

しかけ絵本の展示や

【対

よみきかせ、体験活動

象】町内にお住いの幼児・児童

参加無料・申込不要です！お気軽に参加ください！

三石分館

新ひだか町図書館（本館）

を実施する。

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 おはなしのへや
日時 11/2・16（金）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～
（11/・10・24 日）

内容：図書館（本館）でつくしんぼさんや司書と、一緒に絵本を選んだり読んだりなど
【対

象】絵本に興味のある方、お子さんと一緒に絵本のお話を聞きたい方など

【定

員】先着 20 名程度

【申

込】本館又は分館に用紙記入のうえ提出

日

月

火

水

【受付期間】10 月２0 日（土）～

定員 親子５０組（１００名）事前申込制（先着順）11 月１日から申込開始
申込方法 図書館（本館・三石分館）にある申込書に記入してカウン
ターへ提出してください。
持ち物
工作に必要なもの（くわしくはチラシをご覧ください）

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～
（11/10・17 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 11/6（火）10：30～
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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。

思い出が消えないうちに

自衛隊防災 BOOK

車いすの図鑑

(「コーヒーが冷めないうちに」シリーズ 3)
川口俊和著 サンマーク出版 所蔵：本館

自衛隊 OFFICIAL LIFE HACK CHANNEL 100 TECHNIQUES
マガジンハウス編集 マガジンハウス 所蔵：本館

バリアフリーがよくわかる 車いす使用者の気持ちを知るきっかけになる
高橋儀平監修 金の星社 所蔵：本館

「ばかやろう」が言えなかった娘、
「幸せか?」
と聞けなかった芸人、
「ごめん」が言えなかっ
た妹、
「好きだ」と言えなかった青年…。不思
議な喫茶店で過去に戻る 4 人の物語。
「コーヒ
ーが冷めないうちに」シリーズ。

人命救助、食料の確保や給水、緊急措置…。危
機管理のプロ・自衛隊に伝わる、災害時のトラ
ブルに対処するノウハウを、多数の写真でわか
りやすく紹介する。日常生活に役立つテクニッ
クも満載。

どんな人が車いすを使用しているのか、車い
す使用者が困ることは何か、車いすにはどん
な種類や機能があるのか…。車いすに関わる
情報を伝えるとともに、道路や乗り物などの
バリアフリーについても考える。

カササギ殺人事件

みんなのどんぐり帽
大人も子どもも使える手編みのニット帽

アリになった数学者

アンソニー・ホロヴィッツ著，山田蘭訳 東京創元社 所蔵：本館
1955 年 7 月、パイ屋敷の家政婦が階段の下

日本文芸社編 日本文芸社 所蔵：本館
ちょこんと飛び出たてっぺんがかわいいどん

森田真生文，脇阪克二絵 福音館書店 所蔵：三石分館
ある日、アリになってしまったぼく。アリに

で亡くなっていた。掃除機のコードに足を引っ
かけたのか、あるいは…。余命僅かな名探偵ア
ティカス・ピュントの推理は? アガサ・クリ
スティへの愛に満ちたオマージュ・ミステリ。

ぐり帽は、ベビーやキッズにかぶせたい帽子と
して大人気。子どもから大人までみんなで楽し
める、さまざまな表情のどんぐり帽の編み方を
紹介する。

なる前、ぼくは普通の人間の数学者だった。
ぼくは数学について、アリたちと語り合いた
いと思い…。アリになって考え感じる人間の
数学とは? 世界の見え方、感じ方がかわる本。

探偵は教室にいない

だれでもどこでも泳げるようになる!水泳大全

ノラネコぐんだん おばけのやま

鈴木大地編著，藤本秀樹編著 東洋館出版社 所蔵：三石分館

工藤ノリコ著

北海道の中学に通う少女・真史は、差出人不明
のラブレターをめぐって、幼馴染みの少年・歩

鈴木大地をはじめ世界の水泳界をリードする
執筆陣による水泳テキストの決定版。クロー

ワンワンちゃんのだんごやさんをのぞいて、お
だんごの作り方を見ていたノラネコぐんだん。

と 9 年ぶりに再会を果たし…。日々のなかで
出会うささやかな謎を通して、少年少女たちが
新たな扉を開く瞬間を切り取った 4 つの物語。

ル、平泳ぎなどの基本 4 泳法に加え、安全水
泳、水中ウォーキング、水球、パラ水泳など
についてイラストとともに解説する。

夜になると、お店に忍び込み、勝手におだんご
を作って食べようとしました。すると、おだん
ごが風に巻かれて飛ばされてしまい…!?

永遠(とわ)の詩

3 コードから弾ける!やさしいピアノ名曲 150

こすずめとゆき

香月夕花著 文藝春秋 所蔵：三石分館
高校時代に美しい継母と関係を持ったことに
耐え切れず、実家を飛び出した青年は、新た
な人生を求め、ガラス工芸の道に飛びこむ。
「不格好な愛」への向き合い方を問い直す長

丹内真弓編著
西東社 所蔵：三石分館
7 つのコードを覚えるだけで、ピアノ初心者で
も名曲が弾ける楽譜集。洋楽から唱歌まで幅広
いジャンルの中から 150 曲を厳選し、楽譜ご
とにコード数とコードの押さえ方、指番号、コ

深山さくら文，黒井健絵 佼成出版社 所蔵：三石分館
冬の夜。木の洞で眠っていた、こすずめが目に
したのは、空から舞い落ちてくる白いもの。あ

編小説。『オール讀物』連載を単行本化。

ードネーム、ドレミのふりがな等を掲載。

と喜びを描いた、情感豊かな美しい絵本。

川澄浩平著

上・下

東京創元社

所蔵：三石分館

白泉社

所蔵：本館

れは何? こすずめは、かあさんすずめに尋ねま
すが…。初めて雪に出合ったときの新鮮な驚き

