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図書整理日・年末年始に伴い、下記の期間を休館させていただきます。

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

平成３０年１２月３０日（日）～平成３１年１月５日（土）
休 館 中 の本 の返 却 はブックポストをご利 用 ください。
ＣＤ・ＤＶＤは、ブックポストに返 却 できませんので、お手 数 ですが図 書 館 開 館 中 に
図 書 館 カウンターまでご返 却 ください。

（2014 年・人形アニメーション映画）

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 おはなしのへや
日時 12/7（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～
（12/1・8・15・29 日）

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～
（12/1・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 12/４（火）10：30～
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申込開始 11 月２5 日（日）から申込開始（事前申込制）
定員
申込方法

１５名（小学生未満の方は保護者と一緒に参加ください）
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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

10/23 図書館・博物館クエスト（ハロウィンバージョン）、11/3 こども一日司書、11/4
大雪キャラバンと開催し、多くの方に参加・来館いただきました♪今後も、上映会、図書館フ
ェスティバル、こども豆まき会、朗読会などを予定していますので、ぜひ参加・来館ください！
図書館・博物館クエスト

図書館・博物館クエスト

大雪キャラバン

こども一日司書

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
※12 月の祝日は 23 日（天皇誕生日）です。

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。

フーガはユーガ
TWINS TELEPORT TALE

あやしい催眠商法だましの全手口

日本史探偵コナン外伝(アナザー)国宝編
背中合わせの両雄

伊坂幸太郎著 実業之日本社 所蔵：本館・三石分館

身近な人を守るために知っておくべきこと
ロバート・熊著 自由国民社 所蔵：本館

仙台市内のファミレスで、常盤優我は語り出
した。双子の弟・風我のこと、決して幸せで
なかった子供時代のこと、そして、彼ら兄弟
だけの特別な「アレ」のことを…。不思議で、
切ない

だまされているのに気づかない!? 催眠商法の
会社に勤めた経験のある著者が、その手口を 2
か月間の営業スケジュールに沿って詳細に解
説。だまされないためのポイントと、被害にあ
わないための対処法も伝える。

名探偵コナンが歴史の真実と楽しさに迫る!
時空を超えて届いた不可思議な写真。たった 1
枚の写真を手がかりに、国宝の破壊を防げる
のか? 国宝に関するさまざまな知識が身につ
く「コナンの推理 NOTE」付き。

はつ恋

たまひよ赤ちゃんのしあわせ名前事典 2019〜2020 年版

運命がかわる！？キラキラ☆ハッピー星座うらない

村山由佳著 ポプラ社 所蔵：本館
海の近くの日本家屋に愛猫と暮らす、小説家

たまごクラブ編，栗原里央子監修
ーポレーション 所蔵：本館

ミズマチユミコ著 汐文社 所蔵：三石分館
おひつじ座は正義感あふれるチャレンジャー、

のハナ。2 度の離婚を経て、人生の後半をひ
とりで生きようとしていたが…。村山由佳の
作家デビュー25 周年記念作品。『ハルメク』
連載を単行本化。

素敵な名前を赤ちゃんにプレゼントできるよ
うに、『たまひよ』での赤ちゃんの人気名前ラ
ンキングと、豊富な名前例を紹介。

私はあなたの瞳の林檎
舞城王太郎著

講談社

所蔵：三石分館

ベネッセコ

わたしの町は戦場になった
シリア内戦下を生きた少女の四年間

青山剛昌原作

小学館

所蔵：本館

おうし座は感性豊かなのんびり屋さん、ふたご
座はマルチな才能を持つ知性派…。性格や、み
んなとの相性、未来がわかる星座うらないの
本。12 星座なんでもランキングも収録。

それしかないわけないでしょう （MOE の絵本）
ヨシタケシンスケ著 白泉社 所蔵：本館・三石分館

ずっと好きで好きで仕方がない初恋の女の子。
僕の告白はいつだって笑ってかわされ…。表題

ミリアム・ラウィック著，フィリップ・ロブジョワ著，大林薫訳 東京創元社 所蔵：三石分館
戦闘の影に覆われていく平和な日常。学校の
近くに落ちる爆弾、地下への避難。スナイパ

作をはじめ全 3 作を収録。思春期に直面する
壁に、恋のパワーで挑む“甘酸っぱい”作品集。
『群像』掲載に書き下ろしを加えて書籍化。

ーが潜む通学路…。シリア内戦下の日々を、1
人の少女が曇りなき目で綴った、21 世紀版
「アンネの日記」。

ょう! 考え方ひとつで楽しい未来が見えてく
る! 未来に不安を抱えるすべての人におく
る、ヨシタケ式かんがえる絵本。

月

帯を切らずにつくれるかんたん作り帯

辺見庸著 KADOKAWA 所蔵：三石分館
善良無害をよそおう社会の表層をめくりかえ
し、誰もが見て見ぬふりをする暗がりを白日
の下にさらす! 相模原の障がい者 19 人殺害
事件に着想した、大量殺人の静かなる物語。

ひとりで着物が着られる
和らく会著 セブン&アイ出版 所蔵：三石分館
あらかじめ帯を結んだ形に仕立てる「作り
帯」。帯を切らず、折りたたんで縫いとめるだ
けの、かんたん作り帯の仕立て方を紹介。名
古屋帯でつくる一重太鼓、袋帯でつくる角出

『本の旅人』連載を単行本化。

しなどを収録する。本体は背表紙なし糸綴じ。

未来に待っているのは、大変なことばかり。
それって本当? それしかないわけないでし

まるまるまるのほん

ボードブック

エルヴェ・テュレさく，たにかわしゅんたろうやく ポプラ社 所蔵：三石分館
「まる」を押したり、そうっとこすったり、
クリックしてみよう! 水色、黄色、赤の「ま
る」が増えたり、バラバラになったり、大き
くなったり…。ポップな色づかいがオシャレ
な、「まる」と遊ぶ絵本。

