
タイトル 人　名 出　版

今日がもっと楽しくなる行動最適化大全 樺沢　紫苑著 KADOKAWA 159 カバ

マンガで解決親の介護とお金が不安です 上大岡　トメ著 主婦の友社 369.2 カミ

ダーウィンが来た！生命大進化　生き物の原型が作られた 植田　和貴著 日経ﾅｼｮﾅﾙｼﾞｵｸﾞﾗﾌｨｯｸ社 457.8 ウエ

ビジネスパーソンのための低気圧不調に打ち勝つ12の習慣 佐藤　純著 ﾃﾞｨｽｶｳﾞｧｰ・ﾄｩｴﾝﾃｨﾜﾝ 498.4 サト

栗村修の今日から始めるスポーツ自転車生活 栗村　修著 エクシア出版 536.8 クリ

観て楽しい育てて美味しい野菜の再生栽培 大橋　明子著 産業編集センター 626.9 オオ

古くて素敵なクラシック・レコードたち 村上　春樹著 文藝春秋 760.8 ムラ

兇人邸の殺人 今村　昌弘著 東京創元社 F イマ

噂を売る男　藤岡屋由蔵 梶　よう子著 PHP研究所 F カジ

まぜるな危険 高野　史緒著 早川書房 F タカ

10代のための読書地図 本の雑誌編集部編 本の雑誌社 YA019 ジュ

大人も知らない？ふしぎ現象事典 「ふしぎ現象」研究会編 マイクロマガジン社 049 オト

名探偵コナン推理ファイル中国・四国地方の謎 青山　剛昌原作 小学館 291 メイ

数字でわかる！こどもSDGs　地球がいまどんな状態かわかる本 秋山　宏次郎監修 カンゼン 333 スウ

細胞タウン大冒険 清水　洋美文 技術評論社 463 シミ

人魚の夏 嘉成　晴香作 あかね書房 913 カナ

あなたがいたところ　ワタシゴト14歳のひろしま　2 中澤　晶子作 汐文社 YA913 ナカ

オレじてんしゃ！ 石井　聖岳作 ほるぷ出版 E イシ

あかいさんりんしゃ　こわいおはなし 犬飼　由美恵文 成美堂出版 E ナカ

宿題ファイター よしなが　こうたくさく 好学社 E ヨシ

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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貸出中や三隅図書館にな
い本は予約をしてご利用
ください。

本の寄贈について

"きちんと怖い"
怪談えほん

野菜の切れ端から
再収穫！

ロシア文学+SFの
リミックス全6篇

あの現象には名前
があった!?

三隅小「人権の花」プレゼント

三隅小学校のみなさんか

ら「人権の花」をいただ

きました。マリーゴール

ドとサルビアの2種類で、

子どもたちからのメッ

セージとともに図書館の

入口に飾っています。あ

りがとうございました。

「在宅ひとり死のススメ」
上野千鶴子 文藝春秋 367.7ウエ

「世間とズレちゃうのはしょうがない」
養老孟司 伊集院光 PHP研究所 914.6ヨウ

「お探しの物は図書室まで」
青山美智子 ポプラ社 Fアオ

「スマホ脳」
アンデシュ・ハンセン 新潮社 491.3ハン
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「80歳、歩いて日本縦断」
石川文洋 新日本出版社 291.0イシ

「シニア六法」
住田裕子 KADOKAWA 367.7スミ

180

「じい散歩」
藤野千夜 双葉社 Fフジ

敬老の日 読書のすすめ 2021

三隅図書館では、読み終わった本の寄贈を受け付けていま

す。図書館の窓口までお持ちください。取りに伺うことは

できませんので、あらかじめご了承ください。

◎寄贈された本の扱いについては、図書館に一任してい

ただきます。

◎辞書、辞典類やCDやDVDなどの視聴覚資料は受け付

けできません。また、汚れや傷みが激しいものも受け付

けできません。

読書推進運動協議会が、「心ゆたかに生涯読書」を目標に、中高年の方々に読書を楽しんでいただくために進めている運動で、毎年「敬

老の日に薦める本」を24冊選定しています。今年選ばれた本の中から三隅図書館で所蔵している7冊の本を紹介します。
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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
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9月15日(水)

岡見小学校 10：10～10：50 岡見地区 11：00～11：30

三隅地区 12：45～13：15 三保地区 13：30～14：00

白砂地区 14：15～14：45

9月30日(木)

井野地区 14：00～14：30 黒沢地区 15：00～15：30

＊各地区のまちづくりセンター（岡見はわくわくマーケット）へ巡回します。

おはなし会
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三隅図書館で借りた本の返却もできます。
ラブック号の本も三隅図書館で返却OKです!

7/28 29

今年で3回目の講座は、6名

の参加がありました。それぞ

れ決めたテーマについて調べ、

2日目の最後にわかったこと

を発表しました。子どもたち

の研究の成果に先生たちも

ビックリでした。

新型コロナウイルス感染拡大防止に

ご協力をお願いします。

7/31

▲暗い部屋で光るブラック紙芝居や、道を

選んで進む、しかけ紙芝居など、参加して

楽しむおはなしで盛り上がりました。

【日 時】9月11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

日 時 9 11
10 30 11 30

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。

ぺたぺた☆アートワーク UFO

場 所

▲8/6撮影。葉っぱが茂り、ガラスが見

えないぐらいになりました。実が次々と

なっています。


