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新ひだか町公民館の【ＬＩＮＥ＠】の友だち登録をすると、まなびの月刊
情報誌「まなびぃ通信」（毎月25日）の情報が届きます。
イベント情報や講座情報、サークルの情報もあり、その中に図書館の情報も
一部掲載していますのでぜひご活用ください。

町内の５つの施設へいってみよう！
ID： @fui0299p

スタンプを５つ集めると素敵なグッズがもらえる！

（日時）7 月２１日（土）
午後２時～（４０分程度）
（会場）総合町民センター１階・シアタールーム

スタンプラリー施設
・新ひだか町図書館（本館）
・新ひだか町博物館
・新ひだか町アイヌ民俗資料館
・新ひだか町図書館（三石分館）

期間

三石分館

新ひだか町図書館（本館）

・ライディングヒルズ静内

開館時間

開館時間 10：00～18：00

10：00～18：00

平成３０年 7 月 1 日（日）
～

スタンプラリー台紙：スタンプラリー施設にあります
景品（次の中から１点）
・ライディングヒルズ静内「おためしトレッキング券」
・馬グッズ、キャラクターグッズ

お家のぬいぐるみと一緒にお話会に参加した後、
ぬいぐるみは図書館にお泊りして写真をとります。

・新ひだか観光協会提供品
など

（日

※お一人様１枚１回限りとさせていただきます。

お話会

ぬいぐるみのお迎え

景品引換期間：平成３０年 7 月 1 日（日）
参加資格：どなたでも参加できます。

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～
（7/7・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 7/3（火）10：30～

8/7（火）午前 10 時～12 時

景品引換場所：新ひだか町図書館（本館）
～平成３０年 8 月 30 日（木）まで

時）8/5（日）午後 2 時～3 時

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 7/6・20（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～
（7/7・14・21 日）

平成３０年 8 月 3０日（木）

（対

象）小学 2 年生以下の児童・幼児 ２０名

（申

込）7/17（火）～7/31（火）まで

図書館にある申込用紙で直接申込み（先着順）
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※景品は数に限りがありますので、予めご了承願います。

（日時）7 月１４日（土）
午後 1 時 30 分～
（２時間程度）
（会場）新ひだか町図書館・博物館

（日時）7 月２８日（土）
午後 1 時 30 分～午後３時ごろ
（会場）新ひだか町図書館・博物館
内容 ① 七夕のお話
② 工作（たなばた飾り）
③ こども縁日

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。

福家警部補の考察
大倉崇裕著

東京創元社

所蔵：本館

心理学でわかるひとの性格・感情辞典

岩合光昭の日本犬図鑑

渋谷昌三監修

岩合光昭文・写真

朝日新聞出版

所蔵：本館

文溪堂

所蔵：本館

国の天然記念物に指定されている柴犬、北海
道犬、秋田犬、甲斐犬、紀州犬、四国犬の 6
犬種の日本犬について、日本人とくらしてき

地位と愛情を天秤にかけた医師、夫の機先を制
する妻、恋人の仇を討つ証券マン…。福家警部
補が透徹した眼力で真相を見抜く! 倒叙形式
の本格ミステリシリーズ第 5 集。
『ミステリー
ズ!』掲載に書き下ろしを追加して単行本化。

自分や相手の性格・感情がわかれば、よりコミ
ュニケーションがとりやすくなる。心理学をも
とに、性格・感情の基礎的な知識と、272 種
類の性格・感情について解説し、実際のコミュ
ニケーション術も紹介する。

白墨人形

May Me の作って毎日着たい服

C.J.チューダー著，中谷友紀子訳 文藝春秋 所蔵：本館
1986 年の夏。イギリス南部の田舎町で、12

伊藤みちよ著 主婦と生活社 所蔵：本館
スポーティなかわいさを出したリブブラウス、

エレーヌ・ラッジカク著，ダミアン・ラヴェルダン著，セドリック・ユバ監修，クリスティーヌ・
ロラール監修，河野彩訳，日本微生物生態学会日本語版監修 河出書房新社 所蔵：三石分館
不思議で奇妙で美しい、微生物たちの世界。

歳のエディが仲間たちと遊んだ森。そこで、
あの子は殺された。そして現在、大人になっ
たエディの前に、30 年前の殺人事件が甦り
…。長編サスペンス。

ポケットがポイントのガウチョパンツ、2way
ジャンパースカート、ノースリーブワンピース
…。着やすくてきれいなラインが出る洋服の作
り方を、写真でわかりやすく紹介します。

海洋プランクトンのダンス、ベッドのミクロ
ジャングル、苔のめざめ…。折りたたみ式の
大きな紙面に、微生物たちのミクロな生態系
を、科学的にも正確に描き出す。

怪しくて妖しくて

宮沢賢治の元素図鑑
作品を彩る元素と鉱物

コんガらガっちおそるおそるすすめ!の本

阿刀田高著

集英社

所蔵：三石分館

た歴史、ルーツや性格、特徴などを、岩合光
昭による写真と文章で紹介する。

目に見えない微生物の世界

ユーフラテスさく

暗い土蔵の中に捨て置かれた鏡、その中で蠢
くものとは…。
「鏡の中」をはじめ、日常に潜

桜井弘著 化学同人 所蔵：三石分館
小学生のころ石集めに夢中だった宮沢賢治は
科学者になり、石や元素など自然科学に関す

む「狭間」の瞬間をとらえた、奇妙で不思議
な恐怖譚全 12 編を収録。
『小説すばる』掲載
を加筆・修正。

る知識を深めつつ、たくさんの詩や童話を書
いた。宮沢賢治の作品に出てくる 45 の元素
と鉱物などを解説する。

をたどってみよう! NHK 教育テレビ「ピタゴ
ラスイッチ」のスタッフが贈る、何通りも楽
しめる絵本。

がいなもん

自分で強化する！腎機能

おしっこちょっぴりもれたろう

川村哲也監修，川畑奈緒献立指導 洋泉社 所蔵：三石分館
慢性腎臓病について、知っておきたい基本的
な知識と、腎機能を強くするためのセルフケ
アの方法を解説。食事療法と献立づくり、専

ヨシタケシンスケ作・絵 PHP 研究所 所蔵：本館・三石分館
ぼくは、パンツにおしっこがちょっぴりもれ
ちゃうから、いつもお母さんに怒られる。ぼ

松浦武四郎一代

河治和香著 小学館 所蔵：本館・三石分館
蝦夷地を 6 回にわたって踏破し、多数のアイ
ヌの地名を記録。吉田松陰らの蝦夷地アドバ
イザーを務め、古稀記念に富士登山! 傑物にし
て奇人、
“北海道の名付け親”松浦武四郎の生
涯を描く。『きらら』連載を加筆し単行本化。

門医に聞く慢性腎臓病治療の Q&A なども収
録する。病状自己チェック付き。

小学館

所蔵：本館

次はどの道を行く? いるかともぐらがこん
がらがった生物「いぐら」と一緒に、指で道

くみたいに困っている人、ほかにもいるんじ
ゃないかな。みんなその人にしかわからな
い、困ったことがあるのかな…。

