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カルトの花嫁　宗教二世洗脳から抜け出すまでの20年 冠木　結心著 合同出版 169.2 カブ

地図でスッと頭に入る世界の民族と紛争 祝田　秀全監修 昭文社 316.8 チズ

老いはのどからやってくる　誤嚥も遠ざける！長生きのどのつくり方 宮本　隆治著 サンマーク出版 491.3 ミヤ

今と未来がわかる電気 川村　康文監修 ナツメ社 540 イマ

「紙の温度」が出会った世界の紙と日本の和紙 紙の温度株式会社著 グラフィック社 585 カミ

毎日おにぎり365日 日々おにぎり　ゆこ著 自由国民社 596.3 ヒビ

本当は秘密にしたい、とにかくかわいいときめきスイーツ Ai　Horikawa著 KADOKAWA 596.6 アイ

短いのに感じがいいメールが悩まず書ける本 亀井　ゆかり著 日本実業出版社 670.9 カメ

老害の人 内館　牧子著 講談社 F ウチ

家康の海 植松　三十里著 PHP研究所 F ウエ

オールカラーマンガ小学生で身につけたい世界を広げる教養力 上田　紀行監修 ナツメ社 031 オル

最強！戦国武将決定戦　歴史バトル図鑑 小和田　哲男監修 ワン・パブリッシング 281 サイ

鳥のしぐさ・行動よみとき図鑑　おもしろふしぎ鳥類学の世界 小宮　輝之監修 カンゼン 488 トリ

ほねほねザウルスパーフェクト図鑑 カバヤ食品株式会社監修 岩崎書店 759 ホネ

ディエゴ・マラドーナ　史上最高と呼ばれた伝説のサッカー選手 千田　純生まんが 集英社 783 ディ

探偵VS怪盗謎解き推理バトル　十二の鍵と赤の秘宝 桐谷　直著 ナツメ社 913 キリ2

命のスケッチブック 中谷　加代子語り 静山社 YA916 ナカ

ノラネコぐんだんうみのたび 工藤　ノリコ著 白泉社 E クド

ラッキーカレー シゲタ　サヤカ作 小学館 E シゲ

ねこくんのゆきあそび はせがわ　さとみ脚本 童心社 C ネコ
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金城、旭、弥栄図書館の臨時休館はありません。

ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

三隅図書館 1月18日(水)～1月20日(金)

中央図書館 1月24日(火)～2月 1日(水) 
※1/23(月)は通常休館日

★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日

三隅氏発祥800年 ～未来へつなごう 郷土の誇り～

浜田市立図書館全館（中央、金城、旭、弥栄、三隅)

12月29日(木)～1月3日(火)

新年1月4日(水)は13時から開館します。

ある事件で娘を亡く
した母の「命」の
メッセージ

具財別さくいん
付き

家康の外交戦略と
は？

三隅氏発祥800年の会HP

昨年は多くのみなさまにご利用いただきありがとうございました。今年は三隅図書館、中央図書館が開館10周年を迎えます。

これからも魅力あふれる図書館を目指し、みなさまのご期待に添えられるような図書館サービスの向上を図っていきたいと思

います。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

あけましておめでとうございます

三隅氏について、これまで1229年(寛喜元年）が発祥とされていましたが、新たに発見された史料から、1223年(貞応2年)に鎌倉幕府から所

領を認められたことがわかりました。今年はそれから800年という節目の年となることから、三隅城のろしリレー実行委員会や三隅郷土史研

究会の方々を中心に「三隅氏発祥800年の会」が発足されました。今年１年を通して三隅町全体でイベントなどが開催される予定です。三隅

図書館も開館10周年とあわせ、一緒に盛り上げたいと思います。

年末年始の休館日

ハッピーセットの
おまけが絵本に！
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　年末年始休館日　12/29(木)～1/3(火)

　蔵書点検休館日　1/18(水)～20(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

季節ごとにおこなうおはなし会です。
いつもとはちがう雰囲気をお楽しみください。

おはなし会

みなさまから寄せられた
おすすめ本を紹介します！

28

【日 時】1月28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

OK

1月4日(水)は13時から開館します

1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

1月19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

3年ぶりにみすみフェスティバル

が開催され、図書館ではおはな

し会を行いました。フェスティ

バル開始直後でしたが、楽しい

ひとときを過ごしました。
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＊くまさんのおんがくかい(オリジナル）

＊どうぞのいす

＊りんごがコロコロコロリンコ

＊まんまるまんまたんたかたん(紙芝居）

＊タンタンのハンカチ

『 おはよう！しゅうしゅうしゃ』

竹下文子作 鈴木まもる絵 偕成社 Eスズ

ゴミ収集車が好きな子どもさんにおすすめです。

ゴミ収集車の1日のようすがわかります。

本の絵の細かい所を見てみるとおもしろいです！

おすすめ度：★★★★★


