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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。

オバケのキャスパーは心優しい人気者。今日は何人お友達が増えるかな？
「北の国のキャスパー」など全８話。アニメ映画。５０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 おはなしのへや
日時 6/1・15（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～
（6/2・9・16・23 日）

※お一人１０冊まで寄贈本・除籍本を提供し
ます。本についてのアンケートにお答えいた
だくと、さらに１０冊持ち帰りいただけま
す。
※寄贈本を受付しています。百科事典・
ＣＤ・ＤＶＤ・ビデオ・レコードを除く。
※寄贈後の処理は図書館にご一任ください。

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～
（6/2・9・16 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 6/5（火）10：30～
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幌村建設株式会社からの寄付金で
購入した大人・子どもが楽しめる
様々な本を置いてありますので、ぜ
ひご利用ください♪
読み聞かせと工作の楽しい時間です。
工作：「おめんをつくろう！」
参加無料・申込不要

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。

あやかし草紙 (三島屋変調百物語 5)

ハゲを着こなす
悩みを武器にして人生を変える方法

ノラネコぐんだんと海の果ての怪物

宮部みゆき著 KADOKAWA 所蔵：本館・分館

松本圭司著

工藤ノリコ著

塩断ちが元凶で“行き逢い神”を呼び込み、
身も凍る不幸を招いた「開けずの間」など、
全 5 話を収録した江戸怪談集。『北海道新聞』
ほか連載作品に、
『小説野性時代』掲載の「金
目の猫」を加えて単行本化。

ハゲ薄毛を受け入れ、隠す・生やす以外の方法
で格好良く魅せる具体的なノウハウを紹介。ハ
ゲ薄毛男性へのインタビュー、女性視点でのハ
ゲ薄毛男性に対する意識調査結果なども盛り
込む。

砂の家

アジサイ

うわさの怪談タタリ

堂場瞬一著 KADOKAWA 所蔵：本館
「お父さんが出所されました」 大手企業で働く

川原田邦彦著 NHK 出版 所蔵：本館
アジサイの栽培について、1 月から 12 月まで

魔夜妖一監修，マーク・矢崎治信監修 成美堂出版 所蔵：三石分館
東西の人外が対戦、霊とたたりの研究…。子

健人に、突然弁護士から電話がかかってきた。
父は 20 年前に母と妹を刺し殺して逮捕され、
健人と弟の正俊は別々に預けられて育ったの
だ。父親は果たして兄弟の前に現れるのか…。

の月ごとの作業や管理を詳しく解説。また、主
な種類・品種、病害虫の防除法などもわかりや
すく紹介します。よくある栽培上の質問に答え
る Q&A も掲載。

どもたちが大好きな怪談話をマンガやイラ
ストとともに紹介する。
「妖怪モール DE 心
理ゲーム」、シミュレーションテスト、神社
とお寺お参りガイドも収録。

影の子

「女子」という呪い

とびますよ

デイヴィッド・ヤング著，北野寿美枝訳 早川書房 所蔵：三石分館

雨宮処凛著 集英社クリエイティブ 所蔵：三石分館

内田麟太郎文，にしむらあつこ絵 アリス館 所蔵：本館

1975 年 2 月、東ベルリン。東西を隔てる<
壁>に接した墓地で、少女の死体が発見された。

「女のくせに」と罵られ、常に女子力を求め
られる。そんな<呪われた女性達>の不安や怒り

もしかして、ひょっとして、こんなことが起
こるかも!? ブタ、ゾウ、ペンギン、バス、

捜査を命じられた女性刑事ミュラーは、知らぬ
うちに国家の闇に迫っていき…。社会主義国家
での難事件を描いた、歴史ミステリの傑作。

を軽妙に語り、解決のヒントを探るエッセイ。
情報・知識&オピニオン『イミダス』連載など
に書き下ろしを加えて書籍化。

飛行機、スイカ、こども。いろんなものが、
空をとびます。ことばがたのしいユーモア絵
本。

最後に鴉がやってくる

子どもの性同一性障害に向き合う
成長を見守り支えるための本

ちびちっち

イタロ・カルヴィーノ著，関口英子訳 国書刊行会 所蔵：三石分館
射撃の腕をかわれてパルチザン部隊と行動を
ともにすることになった少年。遭遇した敵に対
して少年の銃が狙いを定めたのは…。表題作な
ど全 23 篇を収録した、<文学の魔術師>カルヴ

西野明樹著 日東書院本社 所蔵：三石分館
性同一性障害の当事者であり、支援者でもあ
る著者が、性別違和感を抱く人の苦悩に寄り
添う心構えや、大切な未来をよりよく考えた
り選択したりするのに役立つ対応例を紹介す

ステファニー・ブレイク作，ふしみみさを訳 あすなろ書房 所蔵：三石分館
ひとことめには「うんちっち」、困った時には
「あっ、オオカミだ!」で世の中を渡ってきた、

ィーノの輝かしき原点となる第 1 短篇集。

る。事例に見る当事者の声も収録。

っと家にいるらしくて…。読み聞かせ絵本。

WAVE 出版

所蔵：本館

白泉社

所蔵：本館・分館

ある朝、海辺で虹色に光る貝がらを見つけた
ノラネコたちは…。
「絵本」から「読み物」へ
の橋渡しとなる、はじめての冒険物語。ノラ
ネコ軍団の魅力全開のシリーズ、初の長編。

うさぎの子シモンの家に、赤ちゃんのちびちっ
ちがやってきた。そいつはシモンの弟で、ずー

