
  

    

   

 

   

  

  

   

 

   

 

   

 

   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

   

  

 

  

『もりのかくれんぼう』 

林明子 絵 偕成社 Ｅ/ハヤ 

・かくれんぼうがかくれんぼして 女の
子がたのしそう。 
・私も「かくれんぼう」と一緒に森でか
くれんぼしたくなる本。どんな動物が
かくれているかな?? 

浜田市立旭図書館だより 
令和2年  第43号 

１1月号 

募集期間 11/29（日）まで 

『あっちゃんあがつく』 

さいとうしのぶさく ﾘｰﾌﾞﾙ Ｅ/サイ 

 

あいうえおやかきくけこのものや 

たべものがでてくるのでおもしろい

です。 

旭図書館で読書週間に合わせて募集している、「読書の木に

『おすすめの 1冊』を」は、現在、皆さんから寄せられた紹

介文の葉っぱでたくさんになっています。 

その中から 2冊、3人の紹介文です。旭図書館にも所蔵してい

る本です。ご紹介、ありがとうございます。 

紹介 3冊でしおり 1枚プレゼント 

「ブッくんのおはなしタイム」は、感染症対策をして行いました。 
「おはなし会」ではハロウィンにちなんだ絵本を 2冊読みました。 
「ちょこっと工作」では、紙皿と折り紙でハロウィンリースを作りました。 
折り紙でかぼちゃのオバケを作り、ビーズを散りばめ、皆さん、とても凝っ
た仕上がりでしたね。お家でも楽しいハロウィンをお過ごしください。 

毎年 10月 27日～11月 9日は、全国読書週間 
 

旭図書館では、様々なテーマでおすすめ本を展示・紹介しています。

「読書の秋」すてきな 1冊に出会えるように、お手伝いします。 

 
「読書の木」おすすめの 1冊 

「旭町ちょこっと探検」シリーズ 
第 12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。 

新型コロナウィルス感染拡大防止のため、「ちょこっと探検」はしばらくお休みしていましたが、今

回は、おとなりの今市公民館が開催される行事「ペットボトルで野菜作り」ということで、予防対

策を行い、参加してきました。開催場所は、「まるばらまちラボラトリー」さんの裏庭でした。 

鉢の代わりにペットボトルを使うことによって、手軽で簡単に野菜を育てることができます。 

今回まいた種は、「小カブ」、「春菊」、「ベビーリーフ」の 3 種類でした。それぞれの野菜の発芽

の特徴や栽培方法を、大屋マサ子館長から講義を受け、まいていきました。 

旭図書館に、「小カブ」と「春菊」を持ち帰り、育てていく予定です。 

早く芽が出ないかな？と今から楽しみにしています。ご来館の際は、 

ぜひのぞいてみてください。 

木田、和田、都川、市木公民館でも様々な行事を計画 

されています。各公民館だよりは、旭図書館で全館分 

保存し、見ていただくことができますので、お気軽に 

お声かけください。 

ご紹介したい本 

『川瀬良子のプランター野菜』川瀬良子著  626.9/ｶﾜ 

『はじめてでもカンタン!おいしいベランダ野菜』 626.9/ﾊｼﾞ 

『もっと上手に市民農園』   斎藤進著 626.9/サイ 

種まき実演中（大屋館長） 

まいて 17日経つとこのくらいに
成長するそうです！ 

今市公民館 

借入本入れ替えのお知らせ 
 
（11/2）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す。（合計500冊） 

小説だけでなく様々なジャンルの本を幅広くそろえて

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。 

予約や検索もできませんので、ご了承ください。 

『銀河の片隅で科学夜話』 

全 卓樹／著 朝日出版社  404/ゼン 

 

ほんのひととき、日常を忘れて、科学世界の

詩情に触れてみませんか？ 「忘れられた夢

を見る技術」「銀河を渡る蝶」など空想よりも

現実の世界の方がずっと不思議だ、と感じる

ような物理学者のとっておきのお話が 22 話

集められています。新聞各紙に紹介され、話

題となった本です。 



 

 

 

 

 

  

   

 

 

   

 

 

 

 

  

 

       
   

 

 

 

 

【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？ ☆11月 10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 

南高台町内          14：50～15：20 
 

☆11月 5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 

移動図書館車「ラブック号」の運行スケジュール 
 

 

１1月 
ブッくんの 
おはなしタイム 

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。 

旭図書館キャラクター 

ブッくん→ 

日時  11月 1日（日） 
      １０：３０～１１：３０ 
内容  おはなし会 
      ちょこっと工作 
場所  旭センター２階  

大会議室 

定員  先着１０人 

11月の「ちょこっと工作」は… 

「まつぼっくりでカラフルみのむしを作ろう」 
完成したら、おうちにかざれるよ♪ 

イベント開催についてお願い 
新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、下記の対
策を行い開催する予定です。ご了承の上、ご参加くだ
さい。 
●参加人数を先着 10名までとさせていただきます。 
●参加される方は来場者名簿に記入をお願いします。 
●マスクの着用および、手指の消毒をおねがいします。 
●感染の状況などにより、中止となる場合があります。 

書名 著者名/出版社 請求記号

わかりやすい賃貸住宅　　　第7版 吉田　杉明著/自由国民社 324．8/ヨシ

おやときどきこども 鳥羽　和久著/ナナロク社 367.3/トバ

苦しい時は電話して 坂口　恭平著/講談社 368．3/サカ

ハロウィンSONGS　　　　（ＣＤ付） 新沢　としひこ著/小学館 376．1/ハロ

子どもにおこづかいをあげよう！　　　　最新版 藍　ひろ子著/主婦の友社 379．9/ラン

銀河の片隅で科学夜話 全　卓樹著/朝日出版社 404/ゼン

バセドウ病・橋本病 伊藤　公一監修/高橋書店 493．4/バセ

丸林さんちの家具づくりDIYレシピ 丸林さんち著/ブティック社 592．7/マル

作って楽しい、毎日使える簡単！手作りエコバッグ /主婦の友社 594．7/ツク

魔法のてぬきおやつ てぬキッチン著/ワニブックス 596．6/テヌ

農家が教える草刈り・草取りコツと裏ワザ   /農山村漁村文化協会 615.6/ノウ

農家が教える痛快キノコつくり   /農山村漁村文化協会 657.8/ノウ

あじろ編みの模様であそぶクラフトバンドのバッグとかご   松田　裕美著/誠文堂新光社 754.9/マツ

半沢直樹　アルルカンと道化師 池井戸　潤著/講談社 F/イケ/5

もっとある！学校図書館の司書が選ぶ小中高生におすすめの本

220

東京・学校図書館スタンプラリー実行委員

会編著/ぺりかん社
ＹＡ/019/モッ

ピラミッドのサバイバル　　　2 洪　在徹文/朝日新聞出版 242/ホン/2

調べよう！わたしたちのまちの施設　　　2　　【図書館】 新宅　直人指導/小峰書店 318/シラ/2

実験対決　　　　35 洪　鐘賢絵/朝日新聞出版 407/ジッ/35

脳のなかのびっくり事典 こざき　ゆう文/ポプラ社 491/コサ

部活で差がつく！勝つ卓球上達のポイント50 長谷部　攝監修/ﾒｲﾂﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｺﾝﾃﾝﾂ ＹＡ/783/ブカ

オーケストラをつくろう　　　（ＣＤ2枚付） ロンドン交響楽団協力/ＢＬ出版 764/オル

おとうふ2ちょう くろだ　かおるさく/ポプラ社 E/タケ

ぼうしかぶって 三浦　太郎さく・え/童心社 E/ミウ

イタイイタイトンデケ accototo作/マイクロマガジン社 E/アッ

あっごきぶりだ！ 塚本　やすし作/ポプラ社 E/ツカ

しかしか 山田　マチ文/小学館 Ｅ/オカ

ちいさなちいさなほうせきのもり さかい さちえ作/教育画劇 Ｅ/サカ

茶色の服の男 アガサ・クリスティー著/早川書房 ＹＡ/933/クリ

郷土石見　　№113、114
石見郷土研究懇話会編集/石見郷土研究

懇話会

Ｋ/217/113、

114

世界一たのしい!切り紙ブック いしかわ　まりこ他著/ＫＡＤＯＫＡＷＡ 754.9/セカ

ハサミ男　　　（文庫） 殊能　将之著/講談社 ＢＦ/シュ

児

童

書

一

般

書

児

童

書

寄

贈

本

休館中の本の返却は、旭センター入口の「返却ポスト」をご

利用ください。土日祝日は開館しています。 

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7
ブッくんの

おはなしタイム 休館日 　 ラブック号

8 9 10 11 12 13 14

休館日 ラブック号

15 16 17 18 19 20 21

休館日

22 23 24 25 26 27 28

休館日

29 30

休館日


