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①住所や電話番号の変更はありませんか？

変更がある場合は、お手数ですが図書館カウンターへ登録

変更申請と新しい住所等を確認できるもの（免許証など）をお出しください。
②本の返し忘れはありませんか？

借りている本がありましたら、忘れずに返却をお願いします。図書

館が閉まっている場合はブックポストへ返却をお願いします。
※一部貴重資料や大型本、ＡＶ資料（ＣＤ・ＤＶＤ等）は図書館カウンターへの返却をお願いしております。
ブックポスト場所 本館入口、三石分館入口、静内保健福祉センター、公民館前、ピュア１階、㈱なかむら横

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 プレイルーム
日時 4/20 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～
（4/7・14・21 日）
【実施日】４月２８日（土）

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～
（4/7・14・21・28 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 4/10（火）10：30～

【対象】町内にお住いの小学校 3～6 年生
【定員】４名
【申込】図書館本館・分館にある申込用紙に必要事項を記
入の上、直接カウンターにお申込みください
※応募者多数の場合は抽選となります。
【受付期間】４月１日（日）～４月１３日（金）まで

町内の小学生が一日司書とし
て活躍します！
ぜひご来館ください♪

ご家庭で読み終わった本・雑誌をご提供ください。
【持込期間】随時受付しております。（休館日を除く）
【持込場所】図書館（本館）カウンター
【対象外】百科事典・ＣＤ・ＤＶＤ・カセット
※ ご寄贈いただいた資料の扱いについては図書館に
ご一任ください。
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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
※29 日（日）が祝日（昭和の日）で 30 日（月）が休館となります。

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。

スイート・ホーム

SWEET HOME

ポリ袋で作ろう!餃子、めん、パンを

おしりたんてい あやうしたんていじむしょ

原田マハ著

所蔵：本館

荻野恭子著

トロルさく・え

ポプラ社

文化学園文化出版局

所蔵：本館

ポプラ社

所蔵：本館

おしりたんていの住む町に、めいたんていを
名のるあやしい人物が現れ…。おしりたんて
いが今回の事件もププッと解決! 絵探しや迷

平凡だけどおだやかな日々。それでじゅうぶ
んだった。あの日、あの人と出会うまでは…。
美しい高台の街にある小さな洋菓子店で繰り
広げられる、愛に満ちた家族の物語。阪急不
動産の HP『阪急宝塚山手台』掲載を加筆修正。

ポリ袋に生地の材料を入れて、少しこねて、休
ませるだけ。餃子、めん、パンの生地の作り方
と、世界の餃子、中国の名物麵、トルティーヤ
やサムサ、ピロシキといった世界のパンのレシ
ピを紹介します。

Q&A

絶景・秘境に息づく世界で一番美しいクジラ&イルカ図鑑

ぼくはなんでもできるもん

小林大輝著 幻冬舎 所蔵：本館
君に殺される僕は幸せだった-。街の外れにあ

水口博也編著 誠文堂新光社 所蔵：本館
多くの写真家によって撮影されてきたクジ

いとうみく作，田中六大絵 ポプラ社 所蔵：三石分館
1 年生になったたっくん。保育園では最年長

るアパートで起きた死体遺棄事件。刑事が現
場で発見したノートの中で、犯人と被害者は
交互に問いかけ合っていた。刑事がノートの
内容を紐解き、事件の核心に迫っていく物語。

ラ・イルカの生態写真のアンソロジー。美しく
幻想的かつ、ダイナミズム溢れるクジラ・イル
カの写真を約 130 点収録する。

だったのに、小学校に入ったとたん、最年少
になって、上級生や大人に「赤ちゃん扱い」
されるのが不満で…。成長する喜びを描いた
物語。

育てて楽しむウメ百科
栽培から梅干し作り、効能まで

奏弾室
仁木英之著

徳間書店

所蔵：三石分館

路をしながら犯人を探す、謎解き探偵読み物
シリーズ第 6 弾。

ゆうえんちでなんでやねん
鈴木翼文，あおきひろえ文・絵 世界文化社 所蔵：本館

音の良し悪しがわからなくなった青年。しか
し、ある日、ピアノの音に誘われ、美しい女

三輪正幸著，藤巻あつこレシピ監修 家の光
協会 所蔵：三石分館
ウメの栽培方法から加工方法、効能、活用例

性に出会い…。ミステリアスでファンタジッ
クな物語。
『読楽』掲載に書き下ろしを加えて
単行本化。

まで、写真やイラストとともにウメについて
横断的かつ総合的に解説した書。ウメにまつ
わる豆知識、開花日も掲載する。

…。思わず「なんでやねん!」と突っ込みをい
れたくなる、ナンセンスな笑いが満載のユー
モア絵本。
「なんでやねんシリーズ」第 3 弾。

死の島

家の中のすごい生きもの図鑑

はじめてのはじまり

小池真理子著 文藝春秋 所蔵：三石分館
定年後、小説講座で教えながら独り暮らす、
澤登志夫。プライド高く生きてきた男が不治
の病に侵され、余命を知った時、死をどう迎
えるか-。現代をゆさぶる傑作長編。『オール

久留飛克明文，村林タカノブ絵 山と溪谷社 所蔵：三石分館
外壁や軒下にいるニホンヤモリ、ベランダにいる
ハシブトガラス、庭にいるクマバチ…。最も身近
にいながら、意外と知らない家の中にすむ奇妙な
生きものたち全 64 種が、自らの暮らしぶりを語

中川ひろたかぶん，中野真典え 小学館 所蔵：三石分館
太陽が顔を出して一日がはじまります。赤ち
ゃんが産声をあげて命がはじまります。今日

讀物』掲載を単行本化。

る。彼らとの付き合い方もわかる本。

ゴーカート乗ったら、おさるさんが押してた。
おばけ屋敷行ったら、おばけが逃げていった

もいろいろなところで、いろいろな“はじめ
て”がはじまります-。

