
タイトル 人　名 出　版

視点という教養　世界の見方が変わる7つの対話 深井　龍之介著 イースト・プレス 002 フカ

よけいなひと言をわかりあえるセリフに変える親子のための言いかえ図鑑 大野　萌子著 サンマーク出版 367.3 オオ

葬式消滅　お墓も戒名もいらない 島田　裕巳著 G．B． 385.6 シマ

なぜ、あの人はよく眠れるのか 小林　弘幸著 主婦と生活社 498.3 コバ

自分を休ませる家事 満月著 KADOKAWA 590 マン

家庭菜園の新病害虫対策　 ブティック社 626.1 カテ

SHO-TIME　大谷翔平メジャー120年の歴史を変えた男 ジェフ・フレッチャー著 徳間書店 783.7 フレ

世界最高の雑談力　「人生最強の武器」を手に入れる！ 岡本　純子著 東洋経済新報社 809.2 オカ

終活中毒 秋吉　理香子著 実業之日本社 F アキ

その本は 又吉　直樹著，ヨシタケ　シンスケ著 ポプラ社 F マタ

SDGsキャラクター図鑑　地球の課題がよくわかる！ 秋山　宏次郎監修 日本図書センター 333 エス

18歳成人になる前に学ぶ契約とお金の基本ルール 消費者教育支援センター監修 旬報社 YA365 ジュ

すばらしき宇宙の図鑑　宇宙飛行士だから知っている 野口　聡一著 KADOKAWA 440 ノグ

食糧危機のサバイバル　生き残り作戦 ゴムドリco．文 朝日新聞出版 611 ショ

Cui　Cui．の図工のじかん Cui　Cui．著 河出書房新社 750 キュ

かいけつゾロリにんじゃおばけあらわる！ 原　ゆたかさく・え ポプラ社 913 ハラ

じゃーんけん 山岡　ひかる作 アリス館 E ヤマ

うまれてくるよ海のなか 高久　至しゃしん アリス館 E タカ

かみなり 武田　康男監修・写真 岩崎書店 E タケ

ピカッゴロゴロニャー！ 広瀬　克也作 教育画劇 E ヒロ

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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出雲市出身。
いろいろな
視点から世
界をみる。

卵を守る海の生きもの
たちの姿を写真で紹介

2人の男の本に
まつわる物語

季節で楽しく！
かざって遊べる！

「ねこ鉄 ～猫と鉄道の出会いの風景～」

花井 健朗／撮影・文 645.7ハナ

全国のいろいろな地域の鉄道の中に、益田市の鎌手～石見津田駅間にある大

浜漁港からの写真が掲載されています。奥付には折居駅近くからの写真も。

猫好きの方にもおすすめです。

1872(明治5)年10月に日本の鉄道事業が始まり、その50年後の1922(大正11)年9月1日に三保三隅駅が開業しました。

鉄道開業150年、そして三保三隅駅開業100年にちなみ、9月は鉄道に関する本の展示を行います。

「山陰鉄道物語」

山﨑 弘／著 今井出版 K685ヤマ

元国鉄職員による山陰の鉄道草創期を綴った1冊。

三保三隅駅については、誘致や名称を巡る論争があった

ことが記されていました。トンネルや線路の整備など、

100年前の苦労がわかる本です。

雑誌「旅行読売 2022年7月号」
旅行読売出版社

特集「お得きっぷで夏旅へ」の青春18きっぷを利用した

旅の紹介で、山陰線の兵庫県餘部(あまるべ)駅から鳥取、

島根を経由して山口県下関駅までの旅が取り上げられて

います。日本海の絶景を愉しむ旅ということで、折居～

三保三隅間や岡見～鎌手間の写真も掲載されています。

祝 三保三隅駅 開業100年
鉄道開業150年

おかみ おりい

＜企画展＞

期間 8/20（土）～9/18（日）

時間 10:00～16:00

場所 三保まちづくりセンター

DVDの上映のほか、パネル写真や貴重な資料の展示を行います。

三保三隅駅開業100年記念事業

9/1(木)には三保三隅駅で8:21発

のスーパーおき1号の出発に合わ

せてセレモニーを行います



日 月 火 水 木 金 土

8/28 8/29

休館日

8/30 8/31

休館日

1 2 3

4 5

休館日

6 7 8 9 13

11 12

休館日

13 14 15 16 17

18 19
敬老の日

20

休館日

21

ﾗﾌﾞｯｸ号

22 23
秋分の日

24

25 26

休館日

27 28 29
ﾗﾌﾞｯｸ号

30

休館日

10/1

9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

9
4

9月21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29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

10

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 8/2

「第9回浜田市図書館を

使った調べる学習コン

クール」の応援講座を

今年も三隅で開催しま

した。7名の児童が事前

に決めたテーマについ

て、司書の先生に教え

てもらいながら調べて

いきました。最後に調

べて分かったことの発

表も行いました。

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。

7/30

「こわーいおはなし」をテーマにおばけ

やようかいが出てくるおはなしを読みま

した。大型絵本「めっきらもっきらどお

んどん」は不思議な夏のおはなしです。

【日 時】9月10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

日 時 9 10
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

場 所

8/6撮影。今年は葉がまばらで、カーテ

ンというにはちょっとさみしい感じ…。

ゴーヤはまあまあできています。


