
タイトル 人　名 出　版

人間が生きているってこういうことかしら? 中村　桂子著 ポプラ社 490.1 ナカ

オートミールのパン&スイーツ 幸の食べ瘦せ食堂著 KADOKAWA 596.6 サチ

中山間地域ハンドブック 佐藤　洋平監修 農山漁村文化協会 611.1 チュ

聞き出す力 近藤　勝重著 幻冬舎 809.5 コン

夏の体温 瀬尾　まいこ著 双葉社 F セオ

レジェンドアニメ! 辻村　深月著 マガジンハウス F ツジ

パラレル・フィクショナル 西澤　保彦著 祥伝社 F ニシ

かっこいいなしょうぼうし ひさかたチャイルド 317 カッ

絵本はたらく細胞　①～③ 清水　茜原作 講談社 491 マキ

自分を信じて 大野　益弘監修 あかね書房 780 ジブ

クイズで学ぼう季語の世界 齋藤　孝著 NHK出版 911 サイ

怪盗レッド　20 秋木　真作 KADOKAWA 913 ｱｷ 20

レッツもよみます ひこ・田中さく 講談社 913 ヒコ

魔法のことば　エスキモーに伝わる詩 柚木　沙弥郎絵 福音館書店 E ユノ
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『2022年本屋大賞』決定！
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■ 当日は、利用者カードをお持ちください。どなたでも貸出できます。

■ 貸出は、1セットで3冊分になります。上限10冊を超えないようにご注意ください。

■ 貸出期間は、通常の2週間です。

■ 返却は、1冊ずつでも構いません。他の本と同じようにお返しください。

大賞 「同志少女よ、敵を撃て」

逢坂 冬馬著 早川書房

その他の順位

2位『赤と青とエスキース』 青山美智子 PHP研究所

3位『スモールワールズ』 一穂ミチ 講談社

4位『正欲』 朝井リョウ 新潮社

5位『六人の嘘つきな大学生』 浅倉秋成 KADOKAWA

6位『夜が明ける』 西加奈子 新潮社

7位『残月記』 小田雅久仁 双葉社

8位『硝子の塔の殺人』 知念実希人 実業之日本社

9位『黒牢城』 米澤穂信 KADOKAWA

10位『星を掬う』 町田そのこ 中央公論新社

＊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。

「出会い」がも
たらす「奇跡」
を描いた作品集

予知夢で惨劇は回
避できるのか!?

東京オリパラ
感動話。

三浦龍司選手も！

5/8まで浜田市
世界こども美
術館で企画展

開催中

●新規受入●

『MORE（モア）』集英社

●受入中止●

『With（ウィズ）』講談社

『CAPA（キャパ）』学研パブリッシング

『JR時刻表』交通新聞社

『装 苑』文化学園文化出版局

『図書館の学校』図書館振興財団

『ベースボールマガジン』ベースボール・マガジン社

雑誌変更のおしらせ

令和4年4月購入分より、以下の通り雑誌を変更しました。受

入を中止した雑誌のバックナンバーは引き続き貸出できます。



日 月 火 水 木 金 土
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休館日
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休館日
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休館日
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休館日
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29 30

休館日

31

休館日

6/1 6/2 6/3 6/4

【期 間】4月29日（金・祝）～5月15日（日）

※詳しくは表面をご覧ください。

5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

5
4

【日 時】5月14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

5月18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

5月26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

14

場 所

日 時 5 14
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。

3/26

▲大型絵本「もりもりくまさん」

はいっしょに声を出したくなるお

はなしでした。

ぺたぺた☆アートワーク

▲「まるまるまるのほん」は、

まるをこすったりおしたり…さ

わって楽しむ絵本です。

4/9

返却本や机の消毒、アクリル板の設置など、

感染症対策を行っています。

▲春のしりとりのあとは、手あそび

「おはながわらった」。なごやかな、

おはなし会がはじまりました♪

▲絵本「どうぶつパレード１００」は、

みんなで１００まで数えながら楽しみ

ました。じっくり読んでもおもしろそ

うなおはなしです。


