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わたしが知らないスゴ本は、きっとあなたが読んでいる Dain著 技術評論社 019 ダイ

超リアル戦国武士と忍者の戦い図鑑 小和田　哲男監修 G．B． 210.4 チョ

「これから」の時代（とき）を生きる君たちへ ドメニコ・スキラーチェ著 世界文化社 370.4 スキ

最期の対話をするために 玉置　妙憂著 KADOKAWA 490.1 タマ

syunkonカフェごはん7 山本　ゆり著 宝島社 596 ヤマ

今日から自宅がジムになる宅トレ 坂詰　真二著 カンゼン 781.4 サカ

話すチカラ 齋藤　孝著 ダイヤモンド社 809.2 サイ

カケラ 湊　かなえ著 集英社 F ミナ

PUZZLE 内藤　了著 KADOKAWA BF ナイ

猫を棄てる 村上　春樹著 文藝春秋 914.6 ムラ

恋とポテトと夏休み 神戸　遥真著 講談社 YA913 コウ

小学生の究極の自学ノート図鑑 森川　正樹著 小学館 375 モリ

探して！見つけて！はじめての元素図鑑 マイク・バーフィールド文 河出書房新社 431 バフ

どっちがオス？どっちがメス？　新装版 今泉　忠明監修 学研プラス 481 ドッ

プラスチックモンスターをやっつけよう！ 高田　秀重監修 クレヨンハウス 519 プラ

願いを叶える雑貨店　黄昏堂 桐谷　直著 PHP研究所 913 キリ

くまくん、じゅんびはオーケーかい？ デイビッド・バロー作 マイクロマガジン社 E バロ

きりかぶのきりじいちゃん なかや　みわさく 小学館 E ナカ

えだまめ こが　ようこぶん・え 大日本図書 E コガ

ツノ対アゴ 高畠　那生作　絵 教育画劇 C ツノ
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新刊・新着図書紹介    (※紹介している本は新しく入った図書の一部です)　
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月号vol.84

毎月様々なテーマで本の展示をし

ています。ぜひご利用ください。

・妄想旅行しませんか？

・夏を快適に過ごすには

・書くこと（ノート、手帳など）

・年に1度の本との出逢い

・夏といえば…の絵本

・発熱など風邪症状のある方は来館をお控えください。

・入館の際は、マスクの着用と手指の消毒をお願いします。

・館内のご利用は、できるだけ短い時間でお願いします。

・他の利用者の方との間隔をあけてご利用ください。

・一部施設のご利用を制限させていただく場合があります。

新型コロナウイルス感染拡大防止に

ご協力をお願いいたします。

状況により、対応が変わる場合があります。最新の情報は図書

館のHPでご確認ください。ご理解とご協力をお願いいたします。

「わたしが知らないスゴ本は、きっとあなたが

読んでいる」Dain著 技術評論社 019ﾀﾞｲ

運命の1冊となる「スゴ本」に出会うには？様々な

角度から本の探し方や読み方を紹介しています。図

書館についても書かれており、背表紙が歪んでいる

のは一気読みされた面白い本など、独自の視点から

面白い本の探し方を伝授しています。

「きりかぶのきりじいちゃん」

なかやみわさく 小学館 Eﾅｶ

年をとって切り株になってしまった木は、もう花を咲か

せることも、葉っぱをつけることもできません。しょん

ぼりしている切り株でしたが、いろいろな動物たちが集

まってきて…。「そらまめくん」などでおなじみ、なか

やみわさんの新作えほんです。
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31

休館日

7月開館&イベント カレンダー

…休館日 ※状況により変更する場合があります。

浜田市三隅町古市場2002番地

【編集・発行】

浜田市立三隅図書館

FAX 0855-32-0343TEL 0855-32-0338

〒699-3225

【開館時間】 土・日曜日・祝日……午前10 時～午後 6 時
平日（火～金曜日）…午前10 時～午後 7 時

【休館日】 月曜日 *ただし、その日が祝日の場合は直後の平日

月末日（土・日・祝日の場合は開館）、年末年始

【貸 出】 １人…１０冊 ２週間

七夕かざり

11

7
2

三隅町ラブック号巡回日時

7月15日(水)

岡見小学校 10：10～10：50

わくわくマーケット(岡見) 11：00～11：30

三隅公民館 12：45～13：15

三保公民館 13：30～14：00

白砂公民館 14：15～14：45

7月30日(木)

井野公民館 14：00～14：30

黒沢公民館 15：00～15：30

返却：次回巡回時（約１か月後）

七夕かざり（6/23～7/7）

休館日

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止にしてい
たおはなし会を、下記のような対策を行い、再開する予定
です。ご了承の上、ご参加ください。

● 参加人数を１0名までとさせていただきます。

● 参加されるの方のお名前、連絡先を確認させていただきます。

● 体調のすぐれない方は、参加をお控えください。

● マスクの着用および、手指の消毒をお願いいたします。

● 窓を開けるなど、換気をして行います。

● 感染の状況などにより、中止となる場合があります。

【日 時】７月11日(土) 10時30分～11時30分頃

【場 所】おはなしの部屋

【ぺたぺた☆ｱｰﾄﾜｰｸ ﾃｰﾏ】「キラキラ 海のいきものたち」

【定 員】先着１０名まで

おはなし会＆

ぺたぺた☆アートワーク

「第7回浜田市図書館を使った調べる学習コンクール」応援講座

「図書館で だいけんきゅう！」

【日 時】8月4日（火）13：30～15：30

8月5日（水）10：00～12：00 ※両日参加を原則とします

【場 所】三隅図書館 多目的室

【対 象】市内在住の小学生、保護者（1～4年生までは保護者同伴）

【定 員】5組10人程度（先着順）

【申 込】7月22日（水）までに、申込用紙を記入して

三隅図書館までお持ちください。

毎月第２土曜日は『ブッくま』さんによるおはなし会です。

おはなし会のあと、部屋を飾るプチ工作会も行います♪

より多くの人に

利用してもらうため

ご理解、ご協力

お願いします。

【貸出対象者】

『第66回青少年読書感想文全国ｺﾝｸｰﾙ』

課題図書の貸出制限について

７月１日（水）～８月３1日（月）

小学生、中学生、高校生

貸出・予約合わせて１人１冊まで

【期 間】

【期 間】6/23（火）～7/7（火）

【場 所】三隅図書館 カフェテラス

短冊に願い事を書いてかざってください。


