
  

    

 

 

  

  

 

   

  

  

   

 

   

 

   

 

   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

浜田市立旭図書館だより 
令和 2年  第 39号 

7月号 

小学校 

低学年 

『山のちょうじょうの木のてっぺん』 最上一平 作   913/モガ 

『おれ、よびだしになる』   石川えりこ 絵        E/イシ 

『タヌキのきょうしつ』     山下明生 作       913/ヤマ 

『ながーい 5 ふん、みじかい 5 ふん』 オリヴィエ・タレック 絵  E/タレ 

小学校 

中学年 

『青いあいつがやってきた!?』   松井ラフ 作     913/マツ 

『ねこと王さま』      ニック・シャラット 作・絵    933/シャ 

『ポリぶくろ、1 まい、すてた』  エリザベス・ズーノン 絵  Ｅ/ズノ 

『北極と单極の「へぇ～」くらべてわかる地球のこと』  

中山由美 文・写真  402/ナカ 

小学校 

高学年 

『ヒロシマ 消えたかぞく』      鈴木六郎 写真      Ｅ/スズ 

『月（るな）と珊瑚（さんご）』     上條さなえ 作      913/カミ 

『飛ぶための百歩』       ジュゼッペ・フェスタ作   ＹＡ/973/フェ 

『風を切って走りたい!』         高橋うらら 著      536/タカ 

中学生 
『天使のにもつ』              いとうみく 著     ＹＡ/913/イト 

『11 番目の取引』  アリッサ・ホリングスワース 作   YA/933/ホリ 

『平和のバトン』              弓狩匡純 著     ＹＡ/319/ユガ 

 
『廉太郎ノオト』               谷津矢車 著    Ｆ/ヤツ 

『フラミンゴボーイ』    マイケル・モーパーゴ 作   YA/933/モパ 

『キャパとゲルダ』       マーク・アロンソン他著   740.2/キャ 

 

高校生 

【 期 間 】7月 1日（水）～8月 31日（月） 

【貸出対象者】小学生、中学生、高校生 

【貸出冊数】 1人 1冊まで 

【予約冊数】 貸出も含め同時期に 1冊まで 

【貸出延長】 貸出の延長はできません 

＊少しでも多くの児童、生徒さんにご利用していただくため、 

ご理解とご協力をお願い致します 

 

【課題図書】 
読書感想文コンクール主催者が指定する図書。 
新しく出版された本の中から毎年選ばれます。 
 

【自由図書】 
自分が読みたい図書を自由に選びます。 
今までに読んだ本の中から選んでも OK！ 夏休みの宿題おたすけ企画 

 
7 月・8 月は、旭図書館では課題図書や読書感想文におススメの本、自

由研究や工作に役立つ本を紹介・展示します。読書感想文が苦手だとい

う方、自由研究のテーマが見つからないという方、興味や関心がある本

を見つけてみませんか？何を読めばいいのか迷っているときは、図書館

で相談してみてくださいね。 

課題図書の 
貸出制限 

旭町内、各地区の公民館（木田公民館、和田公民館、市木公民館、
都川公民館）に、旭図書館の本を約200冊貸出し、年2回入
れ替えています。 遠方のため旭図書館にお越しいただけな
い方は、こちらをご利用ください。（一般書のみです） 
公民館開館日に貸し出しができます。 

今年度第 1 回目の入替は、6/8 に行いました。 

公民館図書について 

  「図書館を使った調べる学習コンクール」応援講座 
 
  

会場：旭小学校に参加ご希望の方は… 

【日時】8 月 3 日（月）9：30～11：30 

    8 月 4 日（火）9：30～11：30 

【定員】5 組 10 人程度 

【申込】7 月 22 日（水）締切（旭小学校へ） 

第 7 回 
浜田市 

＊その他詳細、お問い合
わせは旭小学校または 
浜田市教育委員会 学校
教育課（0855-22-2626）
まで、お願いします。 
＊旭図書館でポスターの
掲示もしています。 

夏休みの自由研究や調べる学習のヒントになる講座です 

https://2.bp.blogspot.com/-MpUo_1zq0sM/U-8HBZgY2gI/AAAAAAAAk98/c23p4UXJhZo/s800/book_zabuton.png


   

  

 

  

 

 

 

 

   

 

 

   

   

  

 

  

       
   

   

     

 

☆7 月 14 日（火） 
 

市木生活改善センター      10：00～10：30 

都川高齢者活動促進センター 10：50～11：20 

旭中学校（昼休み）          12：30～13：00 

旭小学校（昼休み）         13：10～13：50 

和田公民館             14：00～14：30 

单高台町内             14：50～15：20 
 

☆7 月 9 日（木） 
 
木田生活改善センター 

14：00～14：30 
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 

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  
  

 

7・8 月 
図書館展示 

・「暑さに負けない体に！」 
  スタミナがつく料理、 

夏バテしない体作り等 

・「夏休みの宿題おたすけ本」 

・「こわ～い絵本」 
・「たのしい夏の絵本」 

 

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。 

 

【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？ 

旭図書館キャラクター 

←ブッくん 

【日時】 7 月 5 日（日） 10：30～11：30 

【場所】 旭センター2 階 大会議室 

【内容】 「絵本などの楽しいおはなし会」 

           「ちょこっと工作」 
 

7 月の「ちょこっと工作」は、金魚すくいゲームを作
るよ。ストローで作る金魚を、アミですくえるかな？ 

              

               

ブッくんの 
おはなし 
タイム 

書名 著者名/出版社 請求記号

2020年6月30日にまたここで会おう 瀧本　哲史著/星海社 159.7/タキ

見わけがすぐつく野鳥図鑑　（ポケット図鑑） 小宮　輝之監修/成美堂出版 488.2/ミワ

子どものうつがわかる本 下山　晴彦監修/主婦の友社 493.9/コド

身近に潜む食卓の危険物
齋藤　勝裕著/シーアンドアール研
究所

498.5/サイ

育ちすぎたタケノコでメンマを作ってみた。 玉置　標本著/家の光協会 626/タマ

家庭科の基本　　（改訂版） 流田　直監修/学研教育みらい 590/カテ

漂流郵便局-お母さんへ- 久保田　沙耶著/小学館 719.0/クボ

あかりの学校 橋田　裕司著/マール社 750/ハシ

カケラ 湊　かなえ著/集英社 Ｆ/ミナ

薬も過ぎれば每となる 
 （「薬剤師　每島花織の名推理」　1巻）

塔山　郁著/宝島社 ＢＦ/トウ/1

甲の薬は乙の每　る 
 （「薬剤師　每島花織の名推理」　2巻）

塔山　郁著/宝島社 ＢＦ/トウ/2

石田三成（学研まんがNEW SERIES） 田代　脩監修/学研プラス 289/イシ

10代のための資格・検定 大泉書店編集部編/大泉書店 ＹＡ/366/ジュ

新聞をつくろう！　2巻「学級新聞」 菊池　健一監修/岩崎書店 375/シン/2

知れば知るほどお相撲ことば
『おすもうさん』編集部編著/ベー
スボール・マガジン社

788/シレ

めんどくさがりなきみのための文章教室 はやみね　かおる著/飛鳥新社 ＹＡ/816/ハヤ

うりこひめとあまんじゃく　（再刊）赤羽末吉：絵 堀尾　青史文/ＢＬ出版 E/アカ

のりものなぞなぞ 斉藤　洋作/講談社 E/コワ

あかちゃんとわらべうたであそびましょ！ さいとう　しのぶ構成・絵/のら書店 E/サイ

あたまとんとんたたいたら 中川　ひろたか作/鈴木出版 E/ザキ

新選組戦記　　下巻 小前　亮作/小峰書店 913/コマ/3

まちがいなく名探偵 杉山　亮作/偕成社 913/スギ

児
童
書

一
般
書

他にも「おスス
メの本」等、毎
月テーマを決め
て展示していま
す。 
ぜひご利用くだ
さい。 
 

＊来場者名簿 
（氏名・連絡先）
を作成させてい
ただきます。マ
スクの着用等、
ご協力をお願い
します。 

＊先着 10 名様までとさせていただきます。また、感染症拡大の状況によっては中止に

させていただくこともあります。 

 

https://4.bp.blogspot.com/-L5Hdy_VDGIQ/WUdYNDx0poI/AAAAAAABE5E/c4H6PW7TnDQEJV_m0c-VNwAoUdS9gFfyACLcBGAs/s800/car_book_idou_tosyokan.png
https://2.bp.blogspot.com/-8Rgnxw4zhBE/UgSL7HpWI7I/AAAAAAAAW3w/YHonpLXF5JI/s800/flower_sunflower.png
https://2.bp.blogspot.com/-8Rgnxw4zhBE/UgSL7HpWI7I/AAAAAAAAW3w/YHonpLXF5JI/s800/flower_sunflower.png

