
タイトル 人　名 出　版

ワイルドサイドをほっつき歩け　ハマータウンのおっさんたち ブレイディみかこ著 筑摩書房 302.3 ブレ

「2020」後新しい日本の話をしよう 河合　雅司著 講談社 334.3 カワ

夏糸で編むネットバッグ 誠文堂新光社編 誠文堂新光社 594.3 ナツ

1人分のレンジ飯革命　失敗ゼロ！秒で作れる奇跡のウマさ！ リュウジ著 KADOKAWA 596 リュ

アロハで猟師、はじめました 近藤　康太郎著 河出書房新社 659 コン

英熟語図鑑　お勉強感ゼロで身につく 清水　建二著 かんき出版 834.4 シミ

夏井いつきの日々是「肯」日 夏井　いつき俳句・文 清流出版 911.3 ナツ

つながりません　スクリプター事件File 長岡　弘樹著 角川春樹事務所 F ナガ

ヒポクラテスの試練 中山　七里著 祥伝社 F ナカ

五十八歳、山の家で猫と暮らす 平野　恵理子著 亜紀書房 914.6 ヒラ

12歳の少女が見つけたお金のしくみ 泉　美智子著 宝島社 YA331 イズ

わたしたちのカメムシずかん 鈴木　海花文 福音館書店 486 スズ

土木のずかん　災害に備えるわざ 速水　洋志共著 オーム社 510 ドボ

ザ・10回折りおり紙ヒコーキ 戸田　拓夫著 いかだ社 754 トダ

マンガでよくわかるダンス入門 エイベックス・アーティストアカデミー監修 大泉書店 799 マン

イケてる！ろくろ首！！ 丘紫　真璃著 講談社 913 オカ

パンプキン！　模擬原爆の夏 令丈　ヒロ子作 講談社 913 レイ

うどんできた！ 加藤　休ミさく 福音館書店 E カト

ことわざしょうてんがい かんべ　あやこ作 あかね書房 E カン

ぼくのうた、なんだっけ？ ヘンドリック・ヨナス作　絵 偕成社 E ヨナ
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浜田市立図書館は図書館システム更新作業のため

9月１日(火)～7日(月)全館臨時休館

させていただきます。

皆さまにはご迷惑をおかけしますが、ご理解くださ

いますようお願い申し上げます。

・アウトドアしよう！

・読み終わったらお腹がすく本

・夏バテ解消法

・戦争と平和

【 期 間 】 7/1（水）～8/31（月）

【貸出対象】 小学生、中学生、高校生

貸出・予約合わせて1人1冊まで 貸出延長はできません

長時間の滞在と密接状態を避けるため、学習コーナーの

利用時間と席数を制限しております。

夏休み期間中は、多くの利用が見込まれますが、新型コ

ロナウイルス感染拡大防止のため、ご理解の上ご利用く

ださいますようお願い申し上げます。

学習コーナーの利用について

毎月様々なテーマで本の
展示をしています。
どうぞご利用ください。

自由研究や読書感想文に関する本の展示も

行っています。宿題の参考にご利用ください。

タイトル 著者

山のちょうじょうの木のてっぺん 最上　一平／作

おれ、よびだしになる 中川　ひろたか／文

タヌキのきょうしつ 山下　明生／作

ながーい5ふん みじかい5ふん リズ・ガートン・スキャンロン／文

青いあいつがやってきた!? 松井　ラフ／作

ねこと王さま ニック・シャラット／作・絵

ポリぶくろ、1まい、すてた ミランダ・ポール／文

北極と南極の「へぇ〜」くらべてわかる地球のこと 中山　由美／文・写真

ヒロシマ消えたかぞく 指田　和／著

月と珊瑚 上條　さなえ／著

飛ぶための百歩 ジュゼッペ・フェスタ／作

風を切って走りたい! 高橋　うらら／著

天使のにもつ いとう　みく／著

11番目の取引 アリッサ・ホリングスワース／作

平和のバトン 弓狩　匡純／著

フラミンゴボーイ マイケル・モーパーゴ／作

廉太郎ノオト 谷津　矢車／著

キャパとゲルダ マーク・アロンソン／著
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課題図書の貸出制限について

8月のおすすめコーナー

臨時休館のお知らせ
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宿題の本の貸出はお早めに！

9/1（火）～７（月）

システム更新のため全館臨時休館

8

8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

2

三隅町ラブック号巡回日時

8月19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

8月27日(木)

井野公民館 14：00～14：30  黒沢公民館 15：00～15：30

【日 時】8月8日（土）10：30～11：00

【場 所】おはなしの部屋

4 5

調べる学習ｺﾝｸｰﾙ応援講座

7/11

5か月ぶりのおはなし会！換気やマ

スクの着用などコロナ対策をして、

行いました。夏のしりとりあそびで

は、元気な掛け合いが見られました。

ぺたぺたアートワークは、キラキラ

のお魚をつくり、にぎやかな海がで

きあがりました。

6/23 7/7

たくさんの短冊を飾って

いただき、ありがとうご

ざいました。今年は雨の

七夕でしたね。

みなさんの願いが届きま

すように☆

おはなし会

【日 時】8月4日（火）13：30～15：30

5日（水）10：00～12：00

【場 所】多目的室

【対 象】市内在住の小学生、保護者 5組10人程度

※申し込みは、7/22（水）まで

★毎月第２土曜日はおはなし会の日♪
絵本や紙芝居はもちろん、手遊びやペープサートなど

読み語りボランティア・ブッくまさんのおはなし会です。

日 時 ８月８日（土）

午前10：30 ～11：00

先着10名まで

（事前申し込みは不要）

＜参加上の注意＞

＊体調のすぐれない方は参加をお控えください。

＊マスクの着用をお願いいたします。

＊参加者名簿を作成します。

＊状況により中止となる場合があります。※ぺたぺたアートワークはお休みです。

定 員

浜田市 図書館を使った調べる学習ｺﾝｸｰﾙ応援講座


