
  

    

 

 

 

  

  

 

   

  

  

   

 

   

 

   

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  ☆5 月 19 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 

 

☆5 月 14 日（木） 

木田生活改善センター 

浜田市立旭図書館だより 
令和 2年  第 37号 

 5月号 

こどもの読書週間 

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 

 

 『『MMaarrtt』』 出版：光文社 / 月刊誌 
 
を令和 2年 4月号から新規購入しています。 

料理、雑貨、ファッション、生活のアイデア、などの生活情報 

マガジンです。 
 
＊『CHANTO』は 2020年 4月号をもって廃刊となりました。

（WEB 版と統合のため） 

＊雑誌の最新号は、次の号が入るまで貸出・予約はできませ

ん。館内でご利用ください。 

＊広報はまだ5月号同封の「はまだ情報カレンダー」では 5月5日
開催としていましが、日程を変更しました。 

＊新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、今後中止になる場
合があります。ご了承ください。中止の場合は図書館 HP、館内
掲示、町内放送等でお知らせします。 

借入本の入れ替えをしました 
島根県立図書館西部読書普及センターから借り受けている本を入れ替えました。 

（合計500冊）紀行、自然科学、料理、裁縫、農業、芸術、小説、児童書など幅広くそろえて

います。浜田市立図書館の利用者カードで貸出ができます。なお、これらの本の返却は他館で

は処理ができないため、必ず旭図書館のカウンターでの返却をお願いいたします。 

予約や検索はできませんのでご了承ください。 

 

【こどもの読書週間 関連イベント】 ＊読書まつりだ！楽しい読み語り 

～楽しくなるお話しを用意しています 

＊ストローでコースターを作ろう♪ 

 ～模様をデザインしよう 

4/23～5/12 

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

すすめるだけでなく、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「子どもの読書週間」です。 

臨臨時時休休館館ののおお知知ららせせ  
浜田市立図書館は、新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、次の通り全館

臨時休館します。皆さまにはご迷惑をおかけしますが、ご理解いただきますようお

願い申し上げます。中央図書館は 5/7（木）から開館。 

 4/18（土）～5/6（水）、   5/7（木） 
 
●休館中、本の返却は「返却ポスト」をご利用ください。 

●紙芝居、視聴覚資料、他館から借り受けた本は返却ポストには入れず、 

  開館時に窓口に直接返却ください。 5/8（金）から通常開館します 

雑誌 
について 

雑誌書架 
カウンター前です。 

他館所蔵雑誌は予約で

お取り寄せできます 

ブッくんの読書まつり 
５月３１日（日） 
10：30～12：00 

旭センター2階大会議室 

予約は不要で無料です。 
工作は材料の都合上、 
先着 30名様までです。 

2020年「本屋大賞」決定!  

大賞 

『流浪の月』 
凪良
な ぎ ら

ゆう 著/ 東京創元社 
 
＊好評につき貸出中のことが多いです。ご予約をお願いします。 

 

全国の書店員さん

が選んだ本 
 選考期間：2019年 12月～2020年 4月 

2位 『ライオンのおやつ』 小川糸 
 

3位 『線は、僕を描く』 砥上裕將
と が み ひ ろ ま さ

 

臨時
休館 

通常
休館 
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【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？ 

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 

新刊・新着図書紹介（一部です） 旭図書館開館カレンダー 2020 年 

55 月月  図図書書館館展展示示  
・警察小説 

～ハードボイルド、古典的名作、推理など～ 

・本で旅する 

～気持ちだけでも旅行した気分に～ 

・家の中で遊べるよ 

～家の中でできる遊びの本 

 

 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。 

旭図書館キャラクター 

ブッくん 

書名 著者名/出版社 請求記号

今すぐ使えるかんたんWord　＆　Excel完全（コン
プリート）ガイドブック困った解決＆便利技

AYURA著/技術評論社 007.6/イマ

世界の神様解剖図鑑 平藤　喜久子著/エクスナレッジ 164/ヒラ

保険の選び方がカンタンにわかる本 藤井　泰輔著/ソシム 339/フジ

自衛隊防災BOOK  1巻、2巻 マガジンハウス編集/マガジンハウス 369.3/ジエ/1・2

賢い子を育てる夫婦の会話 天野　ひかり著/あさ出版 379.9/アマ

「育てにくい子」と感じたときに読む本 佐々木　正美著/主婦の友社 379.9/ササ

0歳からの歯育て 下田　孝義著/現代書林 497.7/シモ

かみやすい飲み込みやすい高齢者のやわらか食
132

江頭　文江著/学研プラス 498.5/エガ

築古47年マンションリノベーション＆DIY 友安製作所著/誠文堂新光社 527.8/チク

日本クルマ界歴史の証人10人 佐藤　篤司著/講談社ビーシー 537.0/サト

ドラえもんを本気でつくる 大澤　正彦著/PHP研究所 548.3/オオ

梅干し　漬け物　保存食 脇　雅世著/主婦の友社 596.3/ワキ

子どもを育む水辺の自然体験 日経トレンディ編/日経BP 786/コド

安心・安全！はじめての快適車中泊 /JTBパブリッシング 786.3/アン

Let’s　ゆるポタライフ こいし　ゆうか著/山と溪谷社 786.5/コイ

ベアーズ島田キャンプのサボリ飯 ベアーズ島田キャンプ著/主婦の友社 596.4/ベア

掟上今日子の設計図（シリーズ12巻目） 西尾　維新著/講談社 F/ニシ/12

クスノキの番人 東野　圭吾著/実業之日本社 F/ヒガ

弥生、三月 遊川　和彦脚本/徳間書店 BF/ナナ

なぜ？どうして？みぢかなぎもん　1～6年生 /学研プラス 049/ナゼ/1～6

おやくそくえほん 高濱　正伸監修/日本図書センター 159/オヤ

本能寺の変へタイムワープ イセケヌマンガ/朝日新聞出版 210/レキ

服部半蔵（学研まんがNEW日本の伝記SERIES） 山田　雄司監修/学研プラス 289/ハッ

調べる学習子ども年鑑　2020年 朝日小学生新聞監修/岩崎書店 304/シラ/20

伝承や古典にのこる！日本の怖い妖怪　　（里の妖怪たち） 中山　けーしょー作・絵/ほるぷ出版 388/ナカ/2

オールカラー楽しくわかる！電気とエネルギー 小川　眞士監修/ナツメ社 427/オル

スーパーマーケット・コンビニエンスストア 青山　由紀監修/金の星社 673/スパ

人間のれきし キャサリン・バー文/絵本塾出版 E/バズ

くすのきだんちのねむりいす 武鹿　悦子作/ひかりのくに E/スエ

きょうりゅうたちのおーっとあぶない ジェイン・ヨーレン文/小峰書店 E/ティ

うんめぇめぇし おくはら　ゆめさく/ほるぷ出版 E/オク

えんぴつとケシゴム カレン・キルパトリック文/KADOKAWAE/ブラ

帰り道　（ゾッとする怪談えほん） 有田　奈央文/新日本出版社 E/ハジ

てぶくろ　（大型絵本）
エウゲーニー・M．ラチョフえ
/福音館書店

LE/ラチ

おしくら・まんじゅう　（大型絵本） かがくい　ひろしさく/ブロンズ新社 LE/カガ

きみが、この本、読んだなら　「ざわめく教室編」 戸森　しるこ他作/さ・え・ら書房 913/キミ

きみが、この本、読んだなら　「とまどう放課後編」 森川　成美他作/さ・え・ら書房 913/キミ

劇場版アニメぼくらの7日間戦争 宗田　理原作/KADOKAWA YA/913/ソウ

児
童
書

一
般
書

『歴史漫画タイムワープシリーズ』 

に新しい本が入りました。 
 
「本能寺の変へタイムワープ」 

 
戦国時代にワープしたエマとケンジが、
少年時代の織田信長に出会います。 
 
 
朝日新聞出版  210/レキ 

旭旭図図書書館館人人気気シシリリーーズズ  


