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図書館にまいこんだこどもの大質問　司書さんもビックリ！ こどもの大質問編集部編 青春出版社 015.2 トシ

否定しない習慣　いつも「いい人間関係」の人がやっている 林　健太郎著 フォレスト出版 361.4 ハヤ

ふくもの暦　縁起のいいモノ、コトを知って開運招福 本間　美加子著 マイクロフィッシュ 386.1 ホン

スマホ失明 川本　晃司著 かんき出版 496.4 カワ

明日、ちょっといい私に出会えたら　 板倉　直子著 主婦と生活社 589.2 イタ

ジッパーつきポリ袋でつくる誰でもできる手前味噌 杵島　直美著 ブティック社 596 キジ

猫の介護ハンドブック　 江本　宏平監修 ねこねっこ 645.7 ネコ

川崎警察下流域 香納　諒一著 徳間書店 F カノ

しろがねの葉 千早　茜著 新潮社 F チハ

答えは市役所3階に　2020心の相談室 辻堂　ゆめ著 光文社 F ツジ

徳川家康外伝　最強！三河武士団 加来　耕三企画・構成・監修 ポプラ社 289 トク

キホンがわかる！税金とわたしたちのくらし　税金のしくみ 三木　義一監修 ほるぷ出版 345 キホ

しごとへの道１　パン職人　新幹線運転士　研究者 鈴木　のりたけ作 ブロンズ新社 366 スズ

地球の中に、潜っていくと… 入舩　徹男文 福音館書店 450 イリ

じぶんでできた！　お弁当の本 杉崎　聡美著 ほるぷ出版 596 スギ

もっと好きになる♡ときめくバレエの世界＆名作ストーリー 渡辺　真弓監修 ナツメ社 769 モッ

ぞうのフニフとわにのワムくん はせがわ　さとみ作・絵 佼成出版社 913 ハセ

ホットプレートよ～いどん！ さいとう　しのぶ著 白泉社 E サイ

こっちとあっち 谷川　俊太郎文 クレヨンハウス E ヒカ

のせてくださいな みやけ　ゆま作 BL出版 E ミヤ
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学習コーナーの利用について

●紛失による再発行は、手数料として100円いただきます。

●カード不良による再発行は無料です。

●3年ごとに更新の手続きが必要です。

●住所や電話番号などに変更があった場合は、お知らせください。

松江市在住
おしゃれと暮ら
しの工夫とは？

祝直木賞！
石見銀山に生き
る女の生涯

クロヒョウがバス
やタクシーに!?

浜田市内の小中学生を対象に行われているコンクールの優秀作品の展示

を行います。夏休みには、市内の各図書館で応援講座を開催しました。

子どもたちの学習の成果をぜひご覧ください。

【展示期間】 3月14日（火）～4月7日（金）

昨年の展示の様子

利用者カードは、表面に「借りた本のタイトル（一部）や返却期限」

を書き換えできるリライトカードです。専用の機械を使用するので、

以下のことに注意して大切に保管してください。

新型コロナウイルス感染予防のため、席数や利用時間の制限を行っていま

したが、2月1日より制限を解除しました。

席 数 6 席

利用時間 1 日 3 時間

＊待っている人がいないときは3時間以上でも可

＜利用方法＞

① カウンターで利用者カードを提示するか、「学習コーナー利用申

請書」をご記入ください。座席の番号札をお渡しします。

② 指定された席をご利用ください。

終了したら、番号札をカウンターへ返却してください。

使用後の机は職員が消毒します。

利用者カードについて

・折りまげない。

・よごさない。

・ひっかかない。

・シールやテープを貼らない。

・強い磁気に弱いため、スマートフォンなどと

一緒にしない。

・直射日光や高温のところに置かない。

リライトカードはとてもデリケートなカードです。
保管を誤ると、印字されにくくなったり、消えにくくなったり、機
械が反応しにくくなったりします。

自分のしごとを見
つけるまでのリア
ルストーリー

・換気のため、窓を開けているときがあります。
・ふた付のペットボトルや水筒の持ち込みはできますが、飲むとき以外
はカバンの中へしまってください

・ゴミは持ち帰り、消しゴムのカスは備え付けの箱に入れてください。
・みなさんが気持ちよく使えるようにマナーを守ってご利用ください。
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【期 間】3月14日（火）～4月7日（金）

【場 所】三隅図書館 児童図書コーナー

3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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春の
おはなし会

春分の日

©図書館振興財団

三隅町内にある国、県、町指定の文化財(出版当時)や史跡などを

写真で紹介しています。歴代三隅城主の概説や年表などもあり、

三隅氏の歴史がよくわかります。ただし、三隅氏のはじまりは

1229（寛喜元）年となっています。

3
5

「ふるさとの文化財」K709フル 1982年8月刊

三隅町文化財審議委員編集 三隅町教育委員会発行

【日 時】3月11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

三隅氏発祥800年
～未来へつなごう 郷土の誇り～

おはなし会

3 11 10:30 11:30

10

おはなし会に参加されるみなさまへ

＊体調のすぐれない方は参加をお控えください。 ＊できるだけマスクの着用をお願いします。

＊参加者のお名前、連絡先をご確認させていただきます。 ＊状況により中止になる場合があります。

25

【日 時】3月25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

11
おはなし会

3 25 14:00 14:30

10

3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

3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。

1/28

読んだおはなし

★グーチョキパーなべつくろう

（オリジナル手あそび）

★みかんのめいさんち（絵本）

★だいおういかのいかたろう（大型絵本）

★ふうとはなとたんぽぽ（絵本）

★あめふってきた ゆきふってきた（紙芝居）


