
タイトル 人　名 出　版

1日1話、読めば心が熱くなる365人の生き方の教科書 藤尾　秀昭監 致知出版社 159.8 イチ

るるぶ広島宮島’23　尾道　しまなみ海道　呉 JTBパブリッシング 291.7 ルル

池上彰の世界の見方　東欧・旧ソ連の国々 池上　彰著 小学館 302.3 イケ

繊細すぎるHSPのための子育てお悩み相談室 飯村　周平監修 マイナビ出版 493.7 セン

つくりおき＆つくりわけ幼児食　忙しくてもきちんとおいしい 黄川田　としえ監修 朝日新聞出版 599.3 ツク

小さな庭をつくる　12か月栽培ナビDo 河野　義雄著 NHK出版 629.7 コウ

紙バンドで作る「結び編み」大集合かごバッグと雑貨 ブティック社 754.9 カミ

渚の螢火 坂上　泉著 双葉社 F サカ

にごりの月に誘われ 本城　雅人著 東京創元社 F ホン

今日を楽しく生きる　「寂庵だより」2007-1998年より 瀬戸内　寂聴著 祥伝社 914.6 セト

小学生のための世界地図帳　改訂版 学習地理研究会著 ﾒｲﾂﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｺﾝﾃﾝﾂ 290 ショ

ニュース年鑑2022 池上　彰監修 ポプラ社 304 ニュ

大人になってこまらないマンガで身につく法律のちしき 鹿田　昌監修 金の星社 320 オト

ざんねんないきもの事典　やっぱり 今泉　忠明監修 高橋書店 480 ザン

まちのおばけずかん　おばけコンテスト 斉藤　洋作 講談社 913 サイ

香君　上・下巻 上橋　菜穂子著 文藝春秋 YA913 ウエ

パンダのんびりたいそう いりやま　さとし作 講談社 E イリ

たんぽぽのちいさいたねこちゃん なかや　みわさく 学研教育みらい E ナカ

おいなりさん もとした　いづみ文 アリス館 E ナカ

かみはこんなにくちゃくちゃだけど ヨシタケ　シンスケ著 白泉社 E ヨシ

新刊・新着図書一覧    (※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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保存期限が切れた雑誌を

お譲りします
（2020年4月号～2021年3月号）
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■ 冊数制限はありません。ご自由にお持ち帰りください。 ■ 持ち帰り用の袋などは各自でご用意ください。

■ 当日はマスクの着用および手指消毒をお願いします。 ■ 状況により、延期または中止となる場合があります。

■ 「本のリサイクル市」は、秋ごろの開催を予定しております。

ウクライナ・
ロシアを徹底

解説

本土復帰直前の
沖縄で起きた
事件とは…

人並はずれた嗅覚
をもつ少女が危機
に立ち向かう…

「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

サーとなり、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

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。

広告を出して
図書館を応援！
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6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

【日 時】6月11日（土）10:30～11:00ごろ

【場 所】三隅図書館 おはなしの部屋

【定 員】先着10名まで

6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

6月23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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【期 間】６月3日（金）10:00～ なくなり次第終了

【場 所】三隅図書館 カフェテラス

※詳しくは表面をご覧ください。
雑誌のリサイクル市6/3～

場 所

日 時 1 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

七夕かざり

6/21～7/7

ご意見箱に届いた質問にお答えします

返却された本は、1冊ずつ消毒をして、やぶれやはさまって

いるものがないかなどを確認してから元の場所に戻してい

ます。

291.7

オク

9

ラベルの色

水色…一般書（大人向け）

オレンジ…児童書（子ども向け）

分類番号 本の内容を表す数字。Eは絵本、

Fは日本の小説（一般書のみ）

図書記号 本を書いた人の名前の頭文字2

文字。絵本は絵を描いた人。タイトルの頭

文字の時もある。

巻号

シリーズ本などの巻数。

元の場所には、本の背にあるラベル

の色や書かれている文字や数字を確

認しながら戻しています。

NDC

【期 間】６月21日（火）～7月7日（木）

【場 所】三隅図書館 カフェテラス


