
  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

        

  

浜田市立旭図書館だより 
令和 4年 第 56号 

１月号 

年末年始の休館日のお知らせ 
市内全館１２月２９日（水）～１月３日（月） 

＊１月４日（火）は午後１時から開館します 
＊休館中の本の返却は返却ポストをご利用ください 

（借受本、大型絵本、紙芝居、視聴覚資料は直接窓口にご返却ください） 

「おはなし会」は、親子読書アドバイザーさ
んにお越しいただきました。 
「パネルシアター」（パネル布を貼ったボード
を舞台に、絵を貼ったり外したりしてお話を
展開する表現法）の『カレーライス』では、
アドバイザーさんの「お鍋に入れる具材は？」
の問いかけに、色々な答えがあって楽しかっ
たです。絵本の読み語り、手遊び歌もあり、
すてきなおはなし会でしたね。 

あけましておめでとうございます 
  
旧年中、新型コロナウイルスの影響による利用制限が続き、利用者
の皆さまにはご不便をおかけしてしまい、心苦しい一年となりました。
その中でもご理解の上、たくさんの方に利用していただき、ありがとう
ございました。これからも地域の皆さまに親しんでいただける図書館
を目指し、職員一同努力したいと思います。 
本年もどうぞよろしくお願いいたします。 

蔵書点検のお知らせ 
旭図書館   １月１７日（月）＊休館日 

三隅図書館 １月１９日（水）～１月２１日（金）＊臨時休館 
中央図書館 １月２５日（火）～２月２日（水）＊臨時休館 

金城図書館 ２月１４日（月）＊休館日 
弥栄図書館 ２月 ７日（月）＊休館日 
 

１２月５日 

「ブッくんの 
クリスマス会」
を開催しました 

旭図書館は約2万冊の資料を所

蔵しています。書棚に並んでい

る1冊ずつ全ての資料を端末機

で読み込んでいき、所蔵データ    

と照合します。紛失してい

れば徹底的に探し、誤った

場所に配架されていれば

あるべき場所へ戻します。 

蔵書点検は、利用者の皆さ

まがお求めになる資料を、

正しく迅速に提供してい

くために必要な作業です

ので、ご理解とご協力を 

お願いします。 

 

 

「１２月の工作」は、型紙に毛糸を
巻き付け、その上に飾りつけをし、
クリスマスツリーを作りました。 
一人で作り上げたお子さんも、 
親子での共同作業も、皆さん 
一生懸命でした。 
たくさんのご参加、ありがとうござ
いました。お家でも楽しいクリスマ
スが過ごせましたか？ 

●図書館スタッフにお気軽にご相談ください。 

タイトルの一部しか思い出せない、内容しか覚えていない、といった

場合でも、司書はヒントとなる情報から探し出すお手伝いをします。 

「〇〇について調べたい」といった調べものも、おたずねください。 
 
●館内に本を検索できる端末（OPAC）が設置されています。浜田市内

のどこの図書館にあるのかも分かります。 
 
●自宅のパソコン、携帯電話を利用して図書館のホームページから検

索することもできます。 

予約・リクエストすることができます。図書館の

カウンターでお申し込みください。 

１人５冊まで申し込みができ、リクエストはその

うち２冊まで可能です。 

他の図書館から借り受けたり、購入したりして、

できる限りご要望にお応えします。 

図書館としてお答えできないことは… 
＊医療相談や法律相談 
＊プライバシー侵害のおそれのあるもの 
＊学校の宿題（参考資料を紹介します） 
＊美術品や骨董品の鑑定 
＊翻訳や古文書の解読 
＊懸賞問題の解答        など 

身近な疑問の解決から、調査・研究まで図書館がお手伝いします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

移動図書館車「ラブック号」の運行スケジュール 
 

 
☆1月 13日（木） 
 
木田生活改善センター 

14：00～14：30 

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。 

☆1月 18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 
 

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。 

 

浜田市立図書館 で、検索してみてください。 

来月号もお楽しみに♪ 

 

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、手指の消毒をお願いします。 
●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

12/26 12/27 12/28 12/29 12/30 12/31 1
休館日

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15
成人の日 休館日 ラブック号

16 17 18 19 20 21 22
休館日 ラブック号

23 24休館日 25 26 27 28 29
30 31休館日

年末年始休館　（12/29～1/3）

ブッくんの 
おはなしタイム 
１３：３０～ 

書名 著者名/出版社 請求記号

100万回死んだねこ 福井県立図書館編著/講談社 015.2/ヒャ

美しいお経　　　　　【新装・改版】 瀬戸内　寂聴著/中央公論新社 183/セト

東京ディズニーランド東京ディズニーシーまるわかりガイド

ブック　　【2022】
ディズニーファン編集部編/講談社

291.3/トウ

/22

賢く選ぶ！株主優待完全ガイドブック /コスミック出版 338.1/カシ

母のトリセツ 黒川伊保子著/扶桑社 367.3/クロ

minimofuu　toyの子どもがよろこぶフェルトのごっこあそびと

おままごと

minimofuu　toy監修/朝日新聞出

版
594/ミニ

汚部屋がピカピカになると世界が変わる！業者の㊙家そうじ 入江　慎也著/主婦の友社 597.9/イリ

東京2020オリンピック・パラリンピック写真集 /時事通信出版局 780.6/トウ

残照の頂　　　【山女日記続】 湊　かなえ著/幻冬舎 F/ミナ/2

駆ける　　　　　＊角川春樹小説賞（第13回） 稲田　幸久著/角川春樹事務所 F/イナ

北条義時　　　【集英社版　学習まんが】 野間　与太郎まんが/集英社 289/ホウ

知って話そうニュースの言葉 キッズトリビア倶楽部編/えほんの杜 304/シッ

ドラえもん探究ワールドspecialいっしょに考えよう！17の目標

SDGsでつくるわたしたち…
藤子・F・不二雄まんが/小学館 333/ドラ

日本と世界のくらし　【衣】【食】 上羽 陽子監修/汐文社 383/ニホ

実験対決　　39 洪　鐘賢絵/朝日新聞出版 407/ジッ/39

生理のはなし 高橋　怜奈監修/主婦と生活社 495/セイ

おしょうがつパーティーめでたいめでたい すとう　あさえ文/ほるぷ出版 596/スト

石号ものがたり
【世界中の柴犬のルーツになった犬のほんとうにあったお話】

かわべ　まゆみ文/ニコモ K/645/カワ

はんぴらり！　　3　　【神さまはてんてこまい】 廣嶋　玲子作/童心社 913/ヒロ/3

魔法の庭ものがたり あんびる　やすこ著/ポプラ社 913/アン

ホオズキくんのオバケ事件簿　4
【オバケに時間をぬすまれる!? 】

富安　陽子作/ポプラ社 913/トミ/4

チャレンジミッケ！　　11　【へんてこりんなおみせ】 ウォルター・ウィック作/小学館 E/ウィ/11

はっけよい！おせちばしょ 奥原　弘美文/くもん出版 E/シバ

だれかのプレゼント 谷口　智則著/文溪堂 E/タニ

おきがえあそび きむら　ゆういちさく/偕成社 E/キム

じゅうにしどこいくの？ すとう　あさえぶん/ほるぷ出版 E/オク

がるるにんじゃになる　＊ビルボ絵本大賞大賞（第3回） ふじかわ　たかこさく・え/ビルボ E/フジ

若草物語　【10歳までに読みたい世界の名作】 ﾙｲｻﾞ・ﾒｲ・ｵﾙｺｯﾄ作/学研プラス 933/オル

一

般

書

児

童

書

毎年１月、旭図書館恒例行事！ 
今年も干支の置物作ります！ 

 
 

１月の工作は… 

「おはながみで干支の 

寅の置物を作ろう♪」 
 
 

日時：１月４日（火） 

13：３０～14:30 

場所：おはなしコーナー 

定員：先着１０人 


