
  

    

   

 

   

  

  

  

   

  

 

   

 

   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

   

  

 

  

☆６月１５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 

和田まちづくりセンター   14：00～14：30 

南高台町内          14：50～15：20 
 

☆６月１０日（木） 
 
木田生活改善センター 

14：00～14：30 

浜田市立旭図書館だより 
令和3年  第49号 

6月号 

移動図書館車「ラブック号」の運行スケジュール 
 

 

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。 

５月の工作は、「ストローでストラッ
プ作り」をしました。同じ大きさに切
りそろえた色とりどりのストローを、
自分で模様を考えて組み合わせ、
台紙に貼り付けていきます。その後
図書館スタッフがその台紙の上か
ら、アイロンの熱で接着し、ストラッ
プの金具を取り付けて無事完成！
金具の取り付けは親御さんがお手
伝いをしてくださいました。ありがと
うございました！ 

浜田市立図書館 

で、検索してみてください。 

浜田市立図書館全館の「図書

館だより」が、ホームページでもご

覧いただけます。トップページ 

【お知らせ】よりご覧ください。 

      

 

 

 

「本のおたのしみ袋」の企画、とてもス

テキでした。「大人にも読んでほしい子

どもの本」という袋を選び借りました。

持って帰る途中もとても楽しみでした。

以前読んだ時とは年齢を重ね、状況も

変化していて、同じ本を読んでも「心に

受ける大切なもの」は大きく違っていま

した。改めて「絵本」の素晴らしさを教

えて頂き、ありがとうございました。 
 
（抜粋して紹介させていただきました） 
 

利用者様からお手紙をいただきました。
ありがとうございます！ 4/23～5/12 に開催した「本のおた

のしみ袋」では、図書館スタッフがい
ろいろなテーマで本を選び袋詰め
し、貸出しを行いました。 
36 袋、合計 108 冊を準備しました
が、最終日までにはほとんどが借り
られました。「開けるのがワクワクす
る」、「とても楽しい 
企画ですね」と 
いった声も聞かせ 
ていただきました。 
 
本の楽しい世界が 
ひろがったかな？ 

「ミモザ」と「5 種類の草花の花束」の手作り 

ドライフラワーをいただきました。 

図書館館内に飾らせていただきました。 

ありがとうございます。 
 
「ミモザ」の花言葉は…秘密の恋、友情 

『ちいさな花言葉・花図鑑』ユーキャン学び 

出版 より 

旭支所のまわりにスッと細

くて可憐な薄紫色の花が

咲いているのをご存知で

すか？ 「１本ずつ咲いて

いるけれど、まとめるとこ

んなに綺麗になるよ」 

旭図書館の入口付

近の植込みに、珍し

いトンボを発見した

ので、図書館の本

で調べてみました。 

はねの先に白い「もん」があったので、 

「アオハダトンボ」のメスと判明！平地や

丘陵地のきれいな川の近くで見られる

そうです。『昆虫』ポプラディア大図鑑              

より 

 

と利用者様が鉢植えを見せてくださいまし

た。ありがとうございます。この植物の名前

は「マツバウンラン」オオバコ科で越年

草。『植物』ポプラディア大図鑑 より  

 

読んだ絵本の記録を

綴る「読みメン手帳」

を旭図書館でも無料

配布しています。 

「こどもの読書週間」イベントご報告 

本の 

 [読みメン]とは、子どもに読み聞かせをする男性のこ

とで、島根県では父の日がある 6 月を読みメン月間と

し、男性による読み聞かせを推進しています。 

 

「読みメン月間」おすすめ絵本も展示しています。 

本選びに困ったとき、ご参考にどうぞ。 

＊「おたのしみ袋」に入れていた本のブックリストを図書館に掲示しています。 



 

 

 

 

 

  

   

 

 

   

 

 

 

 

  

 

       
   

 

 

 

旭図書館開館カレンダー 

 

【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 637番地 TEL:0855-45-1439 

２０２１年 

旭図書館キャラクター 

ブッくん→ 

 
日時 6月 6日（日） 
     １０：３０～１１：３０ 

内容 おはなし会 
     ちょこっと工作 
 
「ペットボトルキャップで
玉とばしゲームを 

作ろう♪」 
 

場所 旭図書館 
 

定員 先着１０人 

イベント開催についてお願い 
新型コロナウイ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。 

日 月 火 水 木 金 土

5/30 5/31 1 2 3 4 5

休館日

6 7 8 9 10 11 12
ブッくんの

おはなしタイム 休館日 ラブック号

13 14 15 16 17 18 19

休館日 ラブック号

20 21 22 23 24 25 26

休館日

27 28 29 30

休館日 休館日

旭図書館カレンダー

書名 著者名/出版社 請求記号

日本の装束解剖図鑑 八條　忠基著/エクスナレッジ 210.0/ハチ

地域別×武将だからおもしろい戦国史 小和田　哲男監修/朝日新聞出版 210.4/チイ

警視庁科学捜査官 服藤　恵三著/文藝春秋 317.7/ハラ

現代刑務所の作法 河合　幹雄監修/G.B. 326.5/ゲン

老いの福袋　-あっぱれ!ころばぬ先の知恵88- 樋口　恵子著/中央公論新社 367.7/ヒグ

子どもに迷惑をかけない・かけられない！60代からの介護・お金・暮

らし
太田　差惠子著/翔泳社 367.7/オオ

キッチンにある材料・道具でできる草木染めの布花アクセサリー Kahon著/KADOKAWA 594.8/カホ

農林水産省職員直伝「食材」のトリセツ マガジンハウス 596/ノウ

庭にほしい木と草の本 草木屋著/農山漁村文化協会 629.7/ニワ

楽器から見る吹奏楽の世界　（新装版） 佐伯　茂樹著/河出書房新社 764.6/サエ

超シルバー川柳　【人生の花束編】　（90歳以上のご長寿傑作選） みやぎシルバーネット編/河出書房新社 911.4/チョ

櫓太鼓がきこえる　　（第33回小説すばる新人賞） 鈴村　ふみ著/集英社 F/スズ

いわいごと　（「まんまこと」シリーズ8） 畠中　恵著/文藝春秋 F/ハタ/8

白鳥とコウモリ 東野　圭吾著/幻冬舎 F/ヒガ

新謎解きはディナーのあとで 東川　篤哉著/小学館 F/ヒガ

小福ときどき災難 群　ようこ著/集英社 914.6/ムレ

学校なぞなぞ　2　【給食、休み時間編】 ながた　みかこ文/汐文社 031/ナガ/2

47都道府県本当は怖い昔話　　下巻 野宮　麻未著/理論社 147/ヨン/2

調べる学習子ども年鑑　　2021 朝日小学生新聞監修/岩崎書店 304/シラ/21

防災のサバイバル　　　「科学クイズサバイバルシリーズ」 国崎　信江監修/朝日新聞出版 369/ボウ

実験対決　37　【溶解と溶液の対決】 洪　鐘賢絵/朝日新聞出版 407/ジッ/37

ペットボトルで育てよう　水の生き物 谷本　雄治著/汐文社 481/タニ

地球環境博士になれるピクチャーブック　1巻 片神　貴子訳/合同出版 519/チキ/1

るるぶ歴史がわかる世界遺産イラスト大図鑑 JTBパブリッシング 709/ルル

これが鳥獣戯画でござる　（小学館あーとぶっく） 結城　昌子構成・文/小学館 721/ユウ

マンガでもっとうまくなるバスケットボール 加賀屋　圭子監修/西東社 783/マン

みつばちと少年 村上　しいこ著/講談社 YA/913/ムラ

ルルとララのガトーショコラ　　　「ルルとララ」シリーズ あんびる　やすこ作・絵/岩崎書店 913/アン

進化をたどる7億年の旅　　（絵本） ジョン・ウッドワード作/河出書房新社 E/ウッ

10かいだてのまほうつかいのおしろ のはな　はるか作・絵/PHP研究所 E/ノハ

めがねがね tupera　tuperaさく/ひさかたチャイルド E/ツペ

どすこいすしずもう　くるまえびぞうのひみつ アン　マサコ作/講談社 E/アン

アニメおさるのジョージちしきえほん リサイクルはおまかせ  マーガレット・レイ他原作/金の星社 E/レイ

あきらがあけてあげるから ヨシタケ　シンスケ作・絵/PHP研究所 E/ヨシ

一

般

書

児

童

書

新着図書一覧 


