
  

    

 

 

 

  

  

 

   

  

 

  

 

   

 

   

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

浜田市立旭図書館だより 
令和 2年  第 36号 

 4月号 

絵本画家 赤羽末吉さん 生誕 110年 
 

今年 2020 年は、国際アンデルセン賞を受賞した、日本を代表する絵本

画家・赤羽末吉さんの生誕 110 年、没後 30 年になります。50 歳のと

きに発表した『かさじぞう』、『だいくとおにろく』、『スーホの白い馬』な

ど、今も読み継がれる多くの絵本を描きました。 

旭図書館では、4 月に赤羽さんの絵本を展示します。 

貸出もできますので、この機会にぜひご利用ください。 

こどもの 
読書週間 

毎年４月２３日から５月１２日は、 
こどもの読書週間です 

子どもたちにもっと本を! 

との願いから、 

「こどもの読書週間」は

1959 年（昭和 34 年）には

じまりました。 

今年の標語は、 

『出会えたね。とびっきりの 1冊に。』 
 
小さいときから本を読む楽しさを知っている

ことは、子どもが大きくなるためにとても大切

なことです。子どもに読書を勧めるだけでな

く、大人にとっても子どもの読書の大切さを考

えるとき、それが「こどもの読書週間」です。 

（公益財団法人 読書推進運動協議会 HPより） 

 

「旭町ちょこっと探検」シリーズ 
第 11 回目 

旭町の見どころを、本と一緒に紹介するコーナーです。 

今回は、旭町を流れる川や淵を巡ってきました。 

旭町全域は、江川の支流、八戸川水系に属し、大小の河川は合わせて 68、そ

の総延長は 135ｋｍに達しています。この水系に属する旭町内の主要河川に、早

見川、来尾川、都川川、家古屋川などがあります（一級河川） 

川には多くの淵があり、人名、事称が名前になっている淵もあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
・『続 八戸川の流れ』  Ｋ661.1/ヤト/2 （一般書） 

八戸川漁業協同組合設立 20周年記念誌編集委員会／編集  

・『旭町誌』上巻 旭町教育委員会/編    Ｋ217.3/アサ/1 （一般書） 

・『旭の昔は宝物』  旭自治区公民館連絡協議会/出版    Ｋ217.3/アサ 

・『川釣り仕掛け大全』  西野弘章/著  787.1/ニシ （一般書） 

・『渓流釣りがわかる本』  地球丸/出版  787.1/ケイ（一般書） 

・『釣魚料理の極意』  西野弘章/著  596.3/ニシ（一般書） 

  

ご紹介したい本 

今回は旭町を流れる 
川と淵を紹介！ 

蔵書点検の結果報告 
 
旭図書館は 3/4 休館し、蔵書点検をおこない

ました。旭図書館の所蔵する本約 2 万冊（雑

誌含む）全てを点検しました。 

結果は、今年度不明になった本は0冊でした！ 

図書館の資料は皆様に利用していただく、大切

な財産です。 

皆様のご理解、ご協力に感謝します。 

ありがとうございました。 

 
「川替淵（かわがえぶち）」 写真①② 
市木川の堀割と淵。元の川は岩盤に突き当たり左へ
流れていましたが、広大な農地の確保と度重なる水害
の復興のため、大岩盤を開削して川が付け替えられまし
た。この「川替淵」の所以です。 
ここは市木川の喉元にあたる場所で、遡上する若アユ
の跳びはねる姿を見ることができます。周辺は地区の
方々によって、きれいな公園になっています。 
 
 
「栃谷渓谷（とちだにけいこく）」 写真③ 
「なめら淵」 写真④ 
都川川は八戸川に合流して栃谷へ流れます。 
栃谷は都川では最も下流にあたる渓谷です。 
栃谷渓谷は、栃谷橋を中心に、上流の「上大淵」から
下流の「なめら淵」まで、深淵の水の色や川の流れる
様子、高い岩崖が織りなす美しい景観が続き、四季を
通じて楽しむことができます。アユ釣りの季節になると、
たくさんの釣り人が訪れます。 

＊『続 八戸川の流れ』『旭の昔は宝物』『旭町誌』を参考、 
引用しました 

ようこそ、旭町へ！ 
 
旭町へ転入された方、図書館を利用して
みませんか？浜田市や旭町の紹介、みどこ
ろ等が掲載されたパンフレット等もとりそろえ
ていますよ。 
本を借りられる場合は利用者カードが必要
になります。身分証明書を持って申込みい
ただければ、その場でお作りします。 
詳しくは図書館 HP,または図書館までお問
い合わせください。 

https://4.bp.blogspot.com/-JzS9_6gEO34/Uab3nKBZiAI/AAAAAAAAUQE/K3ci8rUeX6Q/s800/flower_nanohana.png
https://4.bp.blogspot.com/-JzS9_6gEO34/Uab3nKBZiAI/AAAAAAAAUQE/K3ci8rUeX6Q/s800/flower_nanohana.png
https://4.bp.blogspot.com/-JzS9_6gEO34/Uab3nKBZiAI/AAAAAAAAUQE/K3ci8rUeX6Q/s800/flower_nanohana.png


   

  

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

   

   

  

 

  

       
   

   

      

     

 

【ブッくんさがし】 
 
この図書館だよりのどこかに、 

ブッくんがかくれているよ。 

どこか分かるかな？ 

☆4 月 9 日（木） 

木田生活改善センター 

☆4 月 14 日（火） 

市木生活改善センター・都川高齢者活動促進センター・

旭中学校・旭小学校・和田公民館・南高台町内 

 

利用案内 
【開館時間】午前 9時～午後 5時 
【休 館 日 】月曜日、月末（カレンダーをご覧ください） 
【貸出冊数】1人 10冊、2週間（無料です） 
【発 行 元 】浜田市立旭図書館 
〒697-0425浜田市旭町今市 633番地 1 TEL:0855-45-1439 
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おはなしタイムは、毎月第 1日曜日 
10：30から行っています。 
どなたでもご参加いただけます。 

新刊・新着図書紹介 旭図書館開館カレンダー 

旭図書館で楽しい時間を 
一緒に過ごしませんか？ 

2020 年 

44 月月  図図書書館館展展示示  
・赤羽末吉さん生誕 110年 
・本や図書館が出てくる絵本 
・家庭菜園 
・背中を押してくれる本 

 
図書館では毎月様々な 

テーマで関連本を展示しています。 

展示中の本も貸出できます。 

ぜひご利用ください。 

４月の「ちょこっと工作」は、「手裏剣シューター的当てゲーム」 
折り紙で手裏剣を作って、手裏剣を飛ばす道具（シューター）を
使い、的に向かって手裏剣を飛ばそう！何点とれるか競争だ！ 
「おはなし会」では、季節や行事に合ったおはなしを読みます。 
どなたでもご参加いただけます。お待ちしています！ 

４月開催 
ブッくんの 

おはなしタイム 

【日時】４月５日（日） 
10：30～11：30 

【場所】旭図書館 

【内容】「絵本などの楽しいおはなし会」と 

「ちょこっと工作」 

書名 著者名/出版社 請求記号

なんで僕に聞くんだろう。 幡野　広志著/幻冬舎 159/ハタ

るるぶ愛知　　　’21 JTBパブリッシング 291.5/ルル/21

生前対策まるわかりBOOK 黒田　泰著/青月社 324.7/クロ

あなたのスマホがとにかく危ない 佐々木　成三著/祥伝社 368.6/ササ

孤塁　　　双葉郡消防士たちの3・11 吉田　千亜著/岩波書店 369.3/ヨシ

認知症　　（よくわかる最新医学） 杉山　孝博監修/主婦の友社 493.7/ニン

世界のおつまみ図鑑 マイナビ出版 596/セカ

生き残る技術 野村　克也著/竹書房 783.7/ノム

店長がバカすぎて 早見　和真著/角川春樹事務所 F/ハヤ

しゃもぬまの島 上畠　菜緒著/集英社 F/ウエ

活版印刷三日月堂　　4巻、5巻 ほしお　さなえ著/ポプラ社 BF/ホシ/4・5

古代遺跡のサバイバル　2巻 洪　在徹文/朝日新聞出版 202/ホン/2

歴史とは靴である　（17歳の特別教室） 磯田　道史著/講談社 YA/210/イソ

おおきくしてはっけん！ざりがにのひみつ ひさかたチャイルド 485/オオ

ゴミの島のサバイバル ゴムドリco.著/朝日新聞出版 518/ゴミ

こまったさんのレシピブック 寺村　輝夫レシピ原案/あかね書房 596/コマ

マジック大図鑑 ＤＫ社編著/新星出版 779/マジ

オニガシマラソン トロルさく・え/教育画劇 E/トロ

さくらの谷 富安　陽子文/偕成社 E/マツ

にくのくに はらぺこめがね作/教育画劇 E/ハラ

しらゆきちりか　ちっちゃいな 薫　くみこ作/PHP研究所 913/クン

新選組戦記　　　中 小前　亮作/小峰書店 913/コマ/2

朔と新（さくとあき） いとう　みく著/講談社 YA/913/イト

児
童
書

一
般
書

移移動動図図書書館館車車「「ララブブッックク号号」」のの運運行行ススケケジジュューールル  
毎月のスケジュールは、浜田市広報イベントカレンダーや図書館ホームページに掲載しています 

ラブック号で借りられた本を、旭図書館で返却していただくこともできます 

 

＊3/1に予定していた「ブッくんのおはなしタイム」は新型コロナウイルス感
染防止のため中止になりました。4月の「ちょこっと工作」は、3月に予定して
いた「手裏剣シューター的当てゲーム」を行います。 

https://4.bp.blogspot.com/-L5Hdy_VDGIQ/WUdYNDx0poI/AAAAAAABE5E/c4H6PW7TnDQEJV_m0c-VNwAoUdS9gFfyACLcBGAs/s800/car_book_idou_tosyokan.png

