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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。

三石分館

新ひだか町図書館（本館）
開館時間
大人も楽しめる、藤城清治の美しい影絵と音楽が紡ぎ出すハーモニー！
ほか、「スカンクカンクブー」「海に落ちたピアノ」収録。

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 プレイルーム
日時 3/2・16 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～
（3/3・10・17 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～
（3/3・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 3/6（火）10：30～
2月3日（土）に図書館本館で【こ
ども豆まき会】を実施しました！
絵本の読み聞かせや、「鬼のパン
ツ」の手遊び、最後に鬼の登場で、
元気に豆をぶつけて節分の日を楽
しく過ごしました！！

読み聞かせと工作の楽しい時間です。
工作：「手作りスーパーボール」
事前申込制、定員１０名（詳しくは図書館まで）
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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。

口笛の上手な白雪姫

美しき小さな雑草の花図鑑

なまむぎなまごめ早口ことば

小川洋子著

大作晃一写真，多田多恵子文 山と溪谷社 所蔵：本館

ながたみかこ文，田川秀樹絵 汐文社 所蔵：本館

劇場で、病院で、公衆浴場で。<声>によってよ
みがえる、大切な死者とかけがえのない記憶
-。全 8 編を収めた、切なく心揺さぶる短編集。
『GINGER L。』『小説幻冬』掲載に加筆修正
して書籍化。

庭や道端など身近な場所に生えているにも関
わらず、目もくれずに通り過ぎてきた雑草。手
を伸ばし、目を近づけて見ると…。美しく繊細
で、個性豊かな雑草の花を、色別に拡大写真で
紹介する。

「ツルツルする鶴ズルばかり」
「アリと戦った
タカ勝った 勝ったタカ ありがたかった肩た
たき」…。短い早口ことばから難しい早口こ

棲月

オードリーの NFL 倶楽部 若林のアメフト熱視線

小説映画ドラえもんのび太の宝島

今野敏著 新潮社 所蔵：本館・分館
私鉄と銀行のシステムが次々にダウン。不審

オードリーの NFL 倶楽部編 文藝春秋 所蔵：本館
オードリー・若林がアメフトの魅力と戦術の裏

藤子・F・不二雄原作，川村元気脚本，涌井学著 小学館 所蔵：三石分館
のび太は、ドラえもんのひみつ道具“宝探し地

に思った大森署署長・竜崎はいち早く署員を
向かわせるが、警視庁生安部長から横槍が入
る。さらに、管内で殺人事件が発生して…。
『小説新潮』連載を単行本化。

側にある人間模様を熱く語り、春日がチャチャ
を入れる。NFL 専門番組「オードリーの NFL
倶楽部」から生まれた、スポーツ教本であり、
テレビ番組本であり、クスッと笑える本。

図”を使って宝島を探す。そこは太平洋上に突
然現れた新しい島だった。船で宝島に向かった
のび太たちは、あと少しで上陸というところで
海賊たちに襲われ…。同名映画のノベライズ。

路上の X

便秘解消の毎日ごはん

いっさいはん

川邉正人病態監修，高橋徳江栄養指導・献立 女子栄養大学出版部 所蔵：三石分館

Minchi さく・え

幸せな日常を絶ち切られ、親に棄てられた女
子高生たち。ネグレクト、虐待、DV、レイプ、

便秘のしくみや解消法をイラストでわかりや
すく説明し、便秘解消につながる、食物繊維た

直しても直してもズボンの片裾が上がって
くる。おむつを換えようとすると暴れ出す。

JK ビジネス…。3 人の少女は酷薄な大人たち
の世界を、しなやかに踏み越えていく。
『週刊
朝日』連載を単行本化。

っぷりで栄養バランスもよい献立や、作りおき
おかず、主菜、汁物、おやつなどのレシピを紹
介。慢性便秘症診療ガイドライン 2017 対応。

どんなときでもじっとしていられない…。
「1
歳半ぐらいの子どもの行動」をイラストで紹
介します。

美女は天下の回りもの

脳に「ノー」と言えれば
スポーツパフォーマンスは上がる！

かぜビューン

林真理子著 マガジンハウス 所蔵：三石分館
無敵のミューズ、愛とお金のカンケイ、イケ
メンと運命の再会、究極のリセット術…。美
と食を求めて奔走する、マリコの華麗な日々
を綴る。
『anan』連載「美女入門」を書籍化。

森億著 ベースボール・マガジン社 所蔵：三石分館
同じ練習をしても上達する選手としない選手
がいるのはなぜか。試合で力を発揮できる選手
とできない選手の違いは。人間の行動の特徴を
脳の仕組みや機能などを通して説明し、自分を

tupera tupera さく 学研プラス 所蔵：三石分館
鼻水がたれてる男の子、たんぽぽの綿毛をと
ばそうとしてる女の子、たてがみが立派なラ

高めるために必要な知識や考え方を紹介する。

っこ遊びも楽しい絵本。

幻冬舎

(隠蔽捜査

桐野夏生著

所蔵：本館

7)

朝日新聞出版

所蔵：三石分館

とばまで、いろんな早口ことばを集めた本。
早口ことばの作り方も掲載する。

岩崎書店

所蔵：本館

イオン…。風がビューンと吹いたらどうな
る? しかけページをめくってみよう! あて

