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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。

楽しいお話を聞いた後には、本物の鬼さん登場！
みんなで鬼に豆をぶつけて１年の無事を祈りましょう♪

開館時間

当日、お手伝いをして下さる方を募集しています！
お気軽に図書館まで、お問い合わせください。

内容：絵本「こびとづか
ん」シリーズの映像化。
正体不明でもどこかにい
そうな不思議な生き物、こ
びと。こびとたちの様々な
姿が楽しめる、大研究の結
果報告。こびとに関するク
イ ズ コ ー ナ ー &質 問 に 答
えるコーナーも収録。

工作教室

【くぼたまさとのわくわく工作教室】を 11/25 に実施しました。わくわくさんことくぼたま
さとさんが、身近にあるもので昔懐かしい竹とんぼとけん玉の作り方を詳しく教えてくれまし
た。また、12/15 には【としょかんフェスティバル】を実施し、割り箸の土台に毛糸を巻い
てクリスマスツリーを作りました！みんな、悪戦苦闘しながら毛糸をまいていましたよ♪

【としょかんフェスティバル】

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 1 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～
（1/12・19・26 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～
（1/19・26 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 1 月はお休みです。
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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
【くぼたまさとのわくわく工作教室】

三石分館

新ひだか町図書館（本館）

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。

そこにいるのに
似鳥鶏著

オリンピックのおばけずかん ビヨヨンぼう

冥界からの電話

河出書房新社

所蔵：本館

佐藤愛子著

新潮社

所蔵：本館

撮ってはいけない写真、剝がしてはいけない
シール、見てはいけない URL、探してはいけ
ない場所…。読み進めるほど後悔する、13 の
恐怖と怪異の物語。本格ミステリ界の旗手が
挑む、初のホラー短編集。

ある日、死んだはずの少女から電話がかかって
きた-。数々の超常現象に見舞われてきた著者
が巻き込まれた不思議な出来事とは。実体験か
ら伝える渾身のメッセージ。『小説新潮』掲載
を加筆し書籍化。

バナナの丸かじり

働く女子と罪悪感
「こうあるべき」から離れたら、もっと仕事は楽しくなる

東海林さだお著 ポプラ社 所蔵：本館
バナナの皮を踏むと、本当に滑って転ぶのだ
ろうか? 体を張っての大実験、果たして結果
は…。抱腹絶倒の「丸かじり」シリーズ第 41
弾。『週刊朝日』連載を単行本化。

THE LAST GIRL

キンモクセイ
今野敏著

朝日新聞出版

所蔵：三石分館

法務官僚の神谷が殺された。警察庁警備局の
隼瀬は神谷が日米合同委員会に関わっていた
こと、
“キンモクセイ”という謎の言葉を残し
ていた事実を探り当てるが…。警察インテリ
ジェンス小説。『週刊朝日』連載を単行本化。

羅針盤は壊れても

浜田敬子著 集英社 所蔵：本館
仕事、家事、出産、子育て…。働く女性はなぜ
苦しいのか? 『AERA』元編集長が、働く女
性をめぐる環境を追い、今後の働き方、意識の
持ち方の可能性を探る。

小説集

イスラム国に囚われ、闘い続ける女性の物語
ナディア・ムラド著，ジェナ・クラジェスキ著，吉井智津訳 東洋館出版社 所蔵：三石分館
貧しくも平和な村での暮らし。しかし、イスラ
ム国の脅威は次第に強まり、虐殺と収奪の日々
が訪れ…。戦下における武器としての性暴力の
根絶に尽力し、2018 年ノーベル平和賞を受
賞した著者が、自身の壮絶な経験を物語る。

新子どもの腎炎・ネフローゼ
正しい理解が希望をはぐくむ

斉藤洋作，宮本えつよし絵 講談社 所蔵：本館・分館
4 年に一度のオリンピックにも、なんと、お
ばけが! でもこのお話を読めば…。「バベルと
バベラ」「せんしゅむらのムーラムーラ」「ば
っきんメダル」など、オリンピックのこわい
おばけの話全 9 話を収録。

まいて観察!たね図鑑 2

野草のたね

おくやまひさし著 汐文社 所蔵：三石分館
植物のたねは色や形、大きさもさまざま。た
ねをまくと、どうなるのでしょうか? 実際に
育てた写真を通して、たねの様子や成長過程
をこの本で観察しましょう。2 は、タンポポ、
レンゲソウなど、野草のたねを紹介します。

いちごちゃん
さとうめぐみ作・絵 PHP 研究所 所蔵：本館
くだものと野菜たちがドッジボールをしてい
ると、いちごちゃんがやってきました。かわい
いいちごちゃんに、みんなメロメロ。その様子
を見ていたカビラーさんきょうだいは…。いち
ごちゃんのピンチに、やくみレンジャー参上!

まめとすみとわら

西村賢太著 講談社 所蔵：三石分館
中卒、日雇いバイトの貫多は 23 歳を迎えて人
生の敗北を決定的に覚える。やがて、彼は私小
説を書き始めるが…。生命力溢れる生活不能者
の儚い希望とあえなき挫折を描いた孤狼私小

伊藤秀一編 東京医学社 所蔵：三石分館
腎臓のしくみと働き、ネフローゼ症候群、慢
性腎炎、透析療法と腎移植をわかりやすく解
説。病気になった子どもの日常生活の過ごし
方、こころのケア、医療費助成制度や福祉制

せなけいこぶん・え 廣済堂あかつき 所蔵：本館・三石分館
そらまめに、なぜ黒いすじがついたのか、知っ
てる? ある時、お鍋の中から飛び出したまめ

説集。掌篇「一隅の夜」を収録した折込みつき。

度の利用の仕方も紹介する。

かせにぴったりな、民話をもとにした絵本。

が、すみとわらと旅に出て…。まめとすみとわ
らを表情豊かに描き、シンプルな文章が読み聞

