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発行日：平成 30 年 7 月 17 日
新ひだか町図書館（本館）

6/30 に三石分館で【としょかんフェスティ
バル】を開催しました!!
大型絵本とパネルシアターを楽しんだ後、お

静内山手町 3-1-1 TEL 0146（42）4212

面をつくりました。チャレンジリーダーのお

三石分館【総合町民センター「はまなす」1 階】

姉さんたち 4 人に手伝ってもらいながら、

三石本町 212

みんな思い思いのお面を作りあげましたよ♪

平成 30 年 8 月号

TEL 0146（33）2051

ホームページトップ URL
～古本市アンケート企画～

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

～ファイターズ読書企画～

町内の５つの施設へいってみよう！
スタンプを５つ集めると素敵なグッズがもらえる！
スタンプラリー施設

クイズも

・新ひだか町図書館（本館）

あるよ！

・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

開館時間

平成３０年 7 月 1 日（日）
～

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 ８月はお休みです

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～
（8/4・11・18・25 日）

平成３０年 8 月 3０日（木）

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」

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～
（8/4・11・18・25 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 8/7（火）10：30～

・新ひだか観光協会提供品
・馬グッズ、キャラクターグッズ

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

など

景品引換場所：新ひだか町図書館（本館）
景品引換期間：平成３０年 7 月 1 日（日）

日

～平成３０年 8 月 30 日（木）まで

月

火

参加資格：どなたでも参加できます。
※お一人様１枚１回限りとさせていただきます。

水

木

金

土

１

２

３

４

日

月

火

水

木

金

土

１

２

３

４

※景品は数に限りがありますので、予めご了承願います。

５

６

７

８

９

10

11

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

18

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

26

27

28

29

30

31

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。
（日

時）8/5（日）午後 2 時～3 時

お話会

8/7（火）午前 10 時～12 時
ぬいぐるみのお迎え

プログラム
・１００万回生きたねこ

～（佐野洋子作・絵）～

（対

象）小学 2 年生以下の児童・幼児 ２０名

ほか

（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）

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。

星夜航行

上・下巻

馬のきもち

ひとりでできる子どもキッチン

飯嶋和一著

新潮社

CHERRY HILL 著，瀬理町芳隆監修，持田裕之監修，杉野

上田淳子著

三河の内乱の時、父が徳川家に弓を引いたた
め、逆臣の遺児として農村に逼塞していた沢瀬
甚五郎。傑出したその才覚は家康家臣の知ると
ころとなり、嫡男、徳川三郎信康の小姓衆に取
り立てられるが…。
『小説新潮』連載を書籍化。

正和訳，河村修訳 エクイネットメディアパル 所蔵：本館
馬の身体構造、性質、行動や表現、そして馬と
いう動物の一生を、馬の行動の研究に何十年も
の歳月を費やしてきた騎手が、実体験をもとに
丁寧に解説する。

ごはんに具をのせるだけの「コーンバターし
ょうゆごはん」、包丁なしで作れる「キーマカ
レー」…。子どもが作れる料理を、少しずつ

雨降る森の犬

YouTube 完全マニュアル

人工知能と友だちになれる?

馳星周著 集英社 所蔵：本館
家族とのわだかまりを抱えた中学生の雨音は

桑名由美著 秀和システム 所蔵：本館
動画の視聴・公開・共有から、動画編集、広告

新井紀子監修 誠文堂新光社 所蔵：三石分館
現在研究されている人工知能技術の延長線

都会を離れ、蓼科に住む伯父のもとに身を寄
せる。そこには、ワルテルという犬がいて…。
犬が導く喪失と再生の物語。
『小説すばる』連
載を加筆・修正。

収益、トラブルを避けて使うために知っておき
たいことまで、YouTube の一連の機能をわか
りやすく解説する。パソコン・スマホに対応。

上で「ロボット」ができあがることを念頭に
おき、ロボット「アイくん」が登場するマン
ガを交えて、人工知能の基本から未来予測ま
でをやさしく解説する。

堕天使たちの夜会

今すぐ食べたい!すごい缶詰 150

まいごのたまご

イカロス出版

アレックス・ラティマー作，聞かせ屋。けいたろう訳 KADOKAWA 所蔵：本館

福田和代著

所蔵：本館

朝日新聞出版

所蔵：三石分館

所蔵：三石分館

講談社

所蔵：本館

ステップアップしていきながら教えます。ご
はんの炊き方なども紹介。

血塗れの部屋に転がる母と息子の惨殺死体。
遅々として進まない警察の捜査に業を煮やし

サバ缶、ツナ缶などおなじみの缶詰から、獣
肉缶、珍食缶まで、日本全国の特色ある缶詰

巣からころがり落ちた、まいごのたまごが、お
母さんをさがしています。あたりにいた恐竜た

た遺族は、復讐を専門に請け負う<堕天使たち
の夜会>に繫ぎをとり…。『小説トリッパー』
掲載に書き下ろしを加えて単行本化。

を開缶。缶詰に関する地域性や歴史、製造の
裏側や、缶詰に関わるプロフェッショナルた
ちの仕事も紹介する。

ちも心配して、たまごの親をさがしますが…。
ティラノサウルス、トリケラトプスなど、子ど
もが大好きな恐竜たちが勢ぞろいする絵本。

スタンドアップ!

どうして海のしごとは大事なの?

ぼんやきゅう

五十嵐貴久著 PHP 研究所 所蔵：三石分館
夫の DV から子どもを連れて逃げた 33 歳の
愛。同僚のダイエットの付添いとしてボクサ
サイズに通い始めると、素質を見出され、本
格的にプロを目指すことに…。
『文蔵』連載を

「海のしごと」編集委員会編 成山堂書店 所蔵：三石分館
日本を支える海事産業、
「海のしごと」にはど
のようなものがあり、なぜ必要とされるのか。
船長や機関長、航海士、海上保安官や自衛官
らにその内容や役割、意義、やりがいなどを

指田和文，長谷川義史絵 ポプラ社 所蔵：三石分館
盆野球とは、年に一度、夏のお盆にやる野球。
震災が起きてから、だれも思い出す間もなか

加筆・修正。

聴く。就職活動に役立つ情報も収録。

野球復活をモチーフにした物語。

Stand Up!

ったけれど、7 年経って、盆野球の優勝旗が
見つかって…。岩手県釜石市鵜住居地区の盆

