
タイトル 人　名 出　版

父母＆保育園の先生おすすめのシリーズ絵本200冊 絵本ナビ監修 玄光社 019.5 フボ

人生でいちばん大切なことはグリム童話が教えてくれる 植西　聰著 河出書房新社 159 ウエ

アフガニスタン史　新装版 前田　耕作著 河出書房新社 227.1 マエ

いちばん親切な更年期の教科書　閉経完全マニュアル 高尾　美穂著 世界文化ブックス 495.1 タカ

かぎ針編みのおざぶとかご NHK出版 594.3 カギ

今日のごはん、これに決まり！Mizukiのレシピノート決定版！500品 Mizuki著 学研プラス 596 ミズ

週末猟師　ジビエ・地域貢献・起業　充実のハンターライフの始め方 原田　祐介著 徳間書店 659 ハラ

東京2020オリンピック・パラリンピック写真集　永久保存版 時事通信出版局 780.6 トウ

能面鬼 五十嵐　貴久著 実業之日本社 F イガ

四十過ぎたら出世が仕事 本城　雅人著 祥伝社 F ホン

どう解く？　答えのない道徳の問題 やまざき　ひろしぶん ポプラ社 150 ヤマ

北条義時　 野間　与太郎まんが 集英社 289 ホウ

「はやぶさ2」のはるかな旅 的川　泰宣監修 小学館 538 ハヤ

雑木林の20年（里山の自然） 瀬長　剛絵・文 偕成社 653 セナ

10歳から知っておきたい魔法の伝え方 鈴木　深雪著 日本能率協会ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｾﾝﾀｰ 809 スズ

からっぽになったキャンディのはこのおはなし 大久保　雨咲作 小峰書店 913 オオ

昔話法廷 Season5 NHK　Eテレ「昔話法廷」制作班編 金の星社 YA913 ムカ5

おいものもーさん 岡田　よしたかさく ブロンズ新社 E オカ

る さいとう　しのぶ作・絵 PHP研究所 E サイ

じゅうにしどこいくの？ すとう　あさえぶん ほるぷ出版 E オク
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創作紙芝居「くまさん

のおんがくかい」や大

型絵本「どうぞのい

す」などを読みました。

みんなの楽しそうな声

が聞こえてきました。

令和４年１月１９日（水）～２１日（金）

★休館中の返却は「返却ポスト」をご利用ください。ラブック号でも返却できます。

★浜田市立図書館以外から借り受けた本、紙芝居、大型絵本、視聴覚資料は、開館時に窓口でお返しください。

蔵書点検による臨時休館のおしらせ

その他市内図書館の臨時休館日

中央：1/25（火）～2/2（水）

11/13

ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

あけましておめでとうございます

年末年始は12月29日（水）から1月3日（月）まで休館します。

新年1月4日（火）は午後1時から開館します。

「る」からはじまる
ことばをさがそう

一周忌の案内は地獄
のはじまりだった…

2022年大河ドラマ
の主人公！

ぺたぺたアートワークで

はオリジナルの絵本を作

りました。かわいい絵本

がたくさんできました。

山陰中央新報 朝日新聞

毎日新聞 読売新聞

日刊スポーツ 日本経済新聞

それぞれ1年分保存しています。

閲覧・コピーなど、お気軽におたずねください。

本年も三隅図書館をよろしくお願いいたします
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蔵書点検による臨時休館

1/19（水）～21（金）

1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
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【日 時】1月8日（土）10:30～11:30

【場 所】三隅図書館 おはなしの部屋

【定 員】先着10名まで

場 所

おはなし会

日 時 8
10 30 11 30

おはなし会に参加される方へ

＊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します。

＊参加者のお名前、連絡先をご確認させていただきます。 ＊状況により中止になる場合があります。

定 員

ぺたぺたアートワーク

22

【日 時】1月22日（土）14:00～14:30

【場 所】三隅図書館 おはなしの部屋

【定 員】先着10名まで

日 時 2
00 30

定 員

場 所

OK

休館中の返却は「返却ポスト」をご利用ください

相互貸借本/紙芝居/大型絵本/視聴覚資料は直接窓口へお返しください

1月19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

1月27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。

13時開館


