
タイトル 人　名 出　版

ほっといて欲しいけど、ひとりはいや。 ダンシングスネイル著 CCCメディアハウス 159 ダン

FACESいじめをこえて NHK「FACES」プロジェクト著 KADOKAWA 371.4 フェ

肺炎　誤嚥・新型コロナ・COPD 文響社 493.3 ハイ

とにかくかんたんゆる～っとはじめる10分自炊　増補改訂版 島本　美由紀著 東京書店 596 シマ

小さい農業で暮らすコツ　養鶏・田畑・エネルギー自給 新藤　洋一著 農山漁村文化協会 611.9 シン

西丸式人の水彩画講座　絵がいっそう引き立つヒント集 西丸　式人著 日貿出版社 724.4 サイ

「文章術のベストセラー100冊」のポイントを1冊にまとめてみた。 藤吉　豊著 日経BP 816 フジ

あるある！お悩み相談室「名句の学び方」 岸本　葉子著 NHK出版 911.3 キシ

鬼の御伽 板倉　俊之著 ドワンゴ F イタ

麦本三歩の好きなもの　第2集 住野　よる著 幻冬舎 F スミ

クイズでわかる小学生からのネットのルール 鈴木　朋子監修 主婦の友社 007 クイ

渋沢栄一 加来　耕三企画・構成・監修 ポプラ社 289 シブ

ふつうに生きるって何？　小学生の僕が考えたみんなの幸せ 井手　英策著 毎日新聞出版 360 イデ

いつでもどこでもきのこ 保坂　健太郎文 文一総合出版 474 ホサ

ミシンなしでかんたん！かわいい手芸　春・夏 C・R・K　design著 理論社 594 ミシ

わたしの気になるあの子 朝比奈　蓉子作 ポプラ社 913 アサ

きみのなまえ あんず　ゆき作 佼成出版社 913 アン

パンダどうぶつえん おおの　こうへいさく・え PHP研究所 E オオ

うろおぼえ一家のおかいもの 出口　かずみ作 理論社 E デグ

おっこちてきた サイモン・プトック文 光村教育図書 E イヌ
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弥栄図書館が新しくなりました

杵束まちづくりセンター（公民館）の移転に伴い、弥栄図書

館も3月22日から31日まで臨時休館しておりましたが、4月1

日から新しいまちづくりセンター内で開館します。ぜひご利

用ください。

実話を元にした
犬と、名前にま
つわる物語

マンガでわかる
渋沢栄一の一生

インパルス・板
倉さんが描く新
たなおとぎ話

「雑誌スポンサー」とは、図書館で購入している雑誌のスポン

サーとなっていただき、最新号のカバーに広告を掲載できる制度

です。掲載する雑誌は、先着順に選択していただけます。

【制度対象】企業、商店、団体など（個人は除く）

【料 金】雑誌１誌あたり年間10,000円

【契約期間】1年間または3年間(同一雑誌の更新も可能)

【広告ｻｲｽﾞ】ｶﾊﾞｰ表面(スポンサー名)横130㎜×縦40㎜

ｶﾊﾞｰ裏面(広告チラシ)A4(横210㎜×縦297㎜)以内

※作成した広告を持込みください。

雑誌スポンサー募集中！

●新規受入●

『Marisol（マリソル）』集英社 2021年4月号から

●受入中止●

『In Red（インレッド）』宝島社 2021年3月号まで

バックナンバーは貸出いただけます。

4月23日から5月12日は、

こどもの読書週間です。

今年の標語「いっしょによもう、いっぱいよもう」

子どもたちにもっと本を！との願いから、「こどもの読書週間」ははじまりました。子ども

に読書を勧めるだけでなく、大人にとっても子どもの読書の大切さを考えるとき、それが

「こどもの読書週間」です。

現在、1団体様がスポンサー

になっていただいております。

詳しくは浜田市立図書館の

ホームページをご覧ください。

雑誌を変更しました
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30

休館日

4月開館&イベント カレンダー

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

4
3

【日 時】4月10日（土）10:30～11:00

【場 所】三隅図書館 おはなしの部屋

【定 員】先着10名まで

4月21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

三隅まちづくりセンター 12：45～13：15 

三保まちづくりセンター 13：30～14：00

白砂まちづくりセンター 14：15～14：45

4月22日(木)

井野まちづくりセンター 14：00～14：30

黒沢まちづくりセンター 15：00～15：30

◎４/１から「公民館」は「まちづくりセンター」に変わりました。

所在地の変更はありません。

おはなし会

10

マスクの着用、手指の消毒など

感染症対策にご協力ください。

場 所

日 時 4 10
10 30 11 00

定 員

＜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。

2

2/13
2月は“とどけっこ井野”のみなさんに

よるおはなしでした。手づくりの動

物たちが登場するマスクにちなんだ

手あそびや「はだかの王様」のパネ

ルシアターなど、さまざまな内容で

盛り上がりました。

3/13

3月のおはなし会は、春を感じさせ

る手あそびやおはなしを楽しみま

した。ぺたぺたアートワークは、

おりがみでお花を作りました。難

しいところはお母さんと一緒に一

生懸命作っていました。次回のお

はなし会もお楽しみに♪


