
タイトル 人　名 出　版

メタバース見るだけノート 岡嶋　裕史監修 宝島社 007.3 メタ

最期まで在宅おひとりさまで機嫌よく 上野　千鶴子著 中央公論新社 367.7 ウエ

生きもの毛事典 保谷　彰彦文 文一総合出版 481.1 ホヤ

誤解だらけの発達障害　増補改訂版 岩波　明著 宝島社 493.7 イワ

紙もの　集めて、使って、愛して12人の楽しみ方×かわいい紙もの120×基礎知識 暮らしの図鑑編集部編 翔泳社 585.7 カミ

スピード完成！野菜の大量消費おかず342 食のスタジオ編 西東社 596.3 スピ

土を育てる　自然をよみがえらせる土壌革命 ゲイブ・ブラウン著 NHK出版 613.5 ブラ

晩秋行 大沢　在昌著 双葉社 F オオ

揚羽の夢 朱川　湊人著 光文社 F シュ

夏休みの空欄探し 似鳥　鶏著 ポプラ社 F ニタ

きみもできるか！？天才科学者からの挑戦状　はじめての科学実験図鑑 マイク・バーフィールド作・絵 ポプラ社 407 バフ

みんなはどう思う？感染症　大人も悩む「正解のない問題」に挑戦 堀川　晃菜著 くもん出版 498 ホリ

ごみ清掃のお仕事 押田　五郎著 解放出版社 518 オシ

はじめてのやさい　プランターでも畑でもじょうずにできる！　キュウリ 藤田　智監修 理論社 626 ハジ

楽しくわかる！小学生のための楽譜の読み方＆リズムのきほん 侘美　秀俊著 ｼﾝｺｰﾐｭｰｼﾞｯｸ・ｴﾝﾀﾃｲﾒﾝﾄ 761 タク

マンガでよくわかるバドミントン　強いショットが打てるようになる！ 城戸　友行監修 大泉書店 783 マン

海をわたる動物園 いちかわ　けいこ作 アリス館 913 イチ

くみたて 田中　達也作 福音館書店 E タナ

かきごおりおまちどおさま ふくだ　じゅんこ作 WAVE出版 E フク

モナのとり サンドラ・ポワロ＝シェリフ作 新日本出版社 E ポワ

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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令和4年

月号vol.109

【 期 間 】 7/1（金）～8/31（水）

【貸出対象】 小学生、中学生、高校生

貸出・予約合わせて1人1冊まで

貸出延長はできません

課題図書の貸出制限について

より多くの方に利用してもらうため、ご理解とご協力をお願

いします。

「方丈記」「平
家物語」を奔放
にアレンジした

物語集

10人の女性と語る
おひとりさまの生
き方

アフリカから日本
まで、動物を運ぶ
船の中では…

★メンタルの不調から回復する

「セルフケアの道具箱」

伊藤絵美著 晶文社 146.8イト

本の寄贈を受付けています

今年度の青少年読書感想文全国コンクールの課題図

書について、以下のとおり貸出制限を行います。
本の寄贈を随時受け付けています。図書館のカウンターまで

直接お持ちください。

・本の取り扱いについては、図書館に一任していただきます。

・図書館の蔵書として受け入れないものは、「本のリサイク

ル市」で市民の方々に提供させていただく場合もあります。

・汚れや傷みのある本など、受付できないものもありますの

で、図書館までご相談ください。

読み終わった本やご不用になった本があれば、図書館

までお持ちください！

いよいよ夏休みが始まりました。今年は暑さもつづき、心が落ちつかないことも多いですね。

そんなときは、図書館へ来てみませんか？コロナによる制限はまだまだありますが、

お子さまの宿題はもちろん、ちょっとひと息つきたいときも…お気軽にお越しください。

★夏におすすめのレシピがたくさん

「夏とごはん」

渡辺有子著 筑摩書房 596ワタ

★自由研究にも！実験しながらスイーツづくり

「おいしい！ふしぎ！理科実験スイーツ」

WILLこども知育研究所編著 金の星社 児407オイ

★こんな本ってあるかしら？感想文にもオススメ

「あるかしら書店」

ヨシタケシンスケ著 ポプラ社 726.6ヨシ
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8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

図書館で
だいけんきゅう

8
4

8月17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

8月25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

13

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!

2

日 時 ８月１３日（土）

午前10：30 ～11：00

先着10名まで

（事前申し込みは不要）

＜参加上のご注意＞

＊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。

＊状況により変更や中止となる場合があります。
※ぺたぺたアートワークはお休みです。

6/22 7/10

利用者カードの有効期限は3年です。

有効期限の確認は窓口まで

7/7

定 員

7/9

【日 時】8月13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


