
 

  

 

浜田市立旭図書館だより 
令和４年 第６０号 

5月号 
「再犯防止」に関するパネル展 開催中 

期間：４月１３日（水）～５月１２日（木） 

場所：旭図書館内 

主催：浜田地区保護司会 

島根あさひ社会復帰促進センター 

浜田市 
 

＊期間中、関連図書の展示もおこなっています。 

 

＊５月８日（日）読み聞かせ後から始めます 先着 10 名 

＊折り紙制作４月 23 日（土）～５月８日（日） 

・期間中、どなたでも何回でも参加いただけます 

・参加ご希望者の方に、折り方の説明と折り紙をお渡しします 

・魚には、すきな本の名前を書いてみてください  

 

＊『スイミー』の読み聞かせ ５月８日（日）午前 10：30～先着 10 名 

 

4月 23日から 5月 12日は、第 64回こどもの読書週間です。 

今年の標語は「ひとみキラキラ 本にどきどき」 

「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。今回のテーマは「科学絵本」。 
『ハートのはっぱかたばみ』では、実物のかたばみを見
せていただきながら、おはなしを聞くことができました。 
「ちょこっと工作」は、「飛び出すおもしろビックリ箱」を
作りました。完成した箱を開けると、中からヘビがビヨー
ンと飛び出して、楽しかったですね。ご参加ありがとうご
ざいました。 

２０２２年 

本屋大賞 
『同志少女よ、敵を撃て』 

逢坂冬馬 著  早川書房  F/アイ 

順位 書名 著者 6 夜が明ける 西加奈子

2 赤と青とエスキース 青山美智子 7 残月記 小田雅久仁

3 スモールワールズ 一穂ミチ 8 硝子の塔の殺人 知念実希人

4 正欲 朝井リョウ 9 黒牢城 米澤穂信

5 六人の嘘つきな大学生 浅倉秋成 10 星を掬う 町田そのこ

２位以下が 
こちらです⇒ 
貸出中のことが
多いです。 

ご予約をどうぞ。 

「本屋大賞」とは全国の書店員の投票だけで選ばれる賞です。過去１年間に書店員自身

が読んで選んで「面白かった」「自分の店で売りたい」と思った本を選び投票します。 

大賞！ 

こどもの読書週間イベント 

 

https://2.bp.blogspot.com/-Cmvu1wHYjQk/UOFKCAktHsI/AAAAAAAAKDs/29TPBCRpLv4/s1600/bunbougu_kokuban.png


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7
休館日

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 ラブック号

22 23 24 25 26 27 28
休館日

29 30 31 6/1 6/2 6/3 6/4

休館日 休館日

 

利用案内
【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 

☆5月 17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 
 

☆5月 12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。 

旭図書館の 

キャラクター 

ブッくん→ 

＊令和 4 年３月に寄贈していただき、旭図書館の蔵書とした本
の一部です。ありがとうございました。 

こどもの読書 
週間イベント 

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 

書名 著者名/出版社 請求記号

いちばんやさしい60代からのiPad 増田　由紀著/日経BP 007.6/マス

これだけは読んでおきたいすてきな絵本100 木村　美幸著/風鳴舎 019.5/キム

国際平和協力 山下　光著/創元社 329.5/ヤマ

憲法の時間　　　第2版 井上　典之編/有斐閣 323.1/ケン

りえさんの365日のお漬け物 大島　りえ著/主婦の友社 596.3/オオ

火を使わずに秒で作れるオートミールやせレシピ ホムロ著/KADOKAWA 596.3/ホム

いつか家族でやりたい99の楽しいことリスト むぴー著/CCCメディアハウス 599/ムピ

農家が教えるタネ採り・タネ交換 農文協編/農山漁村文化協会 615.2/ノウ

きくらげの逆襲
日本のきくらげ普及推進協議会著

/毎日新聞出版
657.8/キク

タラント 角田　光代著/中央公論新社 F/カク

シベリアの俳句 ユルガ・ヴィレ文/花伝社 989.9/ヴィ

小学生の何でもお悩み相談室 関　和之マンガ・イラスト/旺文社 159/ショ

北条政子　　「コミック版日本の歴史」
加来　耕三企画・構成・監修

/ポプラ社
289/ホウ

緒方貞子 小手鞠　るい著/岩崎書店 289/オガ

何になりたい？未来をみつけるおしごと大図鑑 /JTBパブリッシング 366/ナニ

実験対決　　40 洪　鐘賢絵/朝日新聞出版 407/ジッ/40

インコがおうちにやってきた！ 海老沢　和荘監修/学研プラス 646/イン

調べてみよう！日本の伝統工芸のみりょく　2
伝統的工芸品産業振興協会監修

/ポプラ社
750/シラ/2

ぼくのねこ 鈴木　のりたけ作・絵/PHP研究所 E/スズ

おなまえおしえて 新井　洋行作/偕成社 E/アラ

おめんです　　2 いしかわ　こうじ作・絵/偕成社 E/イシ/2

レッツもよみます ひこ・田中さく/講談社 913/ヒコ

ふしぎ駄菓子屋銭天堂　　2 廣嶋　玲子作/偕成社 913/ヒロ/2

ドリトル先生航海記（完全新訳の100周年記念版） ヒュー・ロフティング著/竹書房 933/ロフ

一

般

書

児

童

書

得意なこと苦手なことが極端なきみへ（一般書） 高山恵子著/合同出版 378/タカ

時代をきりひらいた日本の女たち 小杉みのり文/岩崎書店 281/コス

エレノア・ルーズベルト よしまさこ漫画/集英社 289/ルズ

いつか選挙に行く君に知っておいてほしいこと　　3 宇野重規監修/学研プラス 310/イツ/3

ぼくらの時代の罪と罰　　 森達也著/ミツイパブリッシング YA/326/モリ

少年のための少年法入門 山下敏雅監修/旬報社 YA/327/ショ

平等ってなんだろう？ 齋藤純一著/平凡社 YA/316/サイ

10歳からのカラダ・性・ココロのいろいろブック

性とココロのいろいろ編
アクロストン著/ほるぷ出版 367/ジッ

ぼくのなかにはおこりんぼうがいます ユウセイ語り/ほるぷ出版 378/ユウ

ひかり、あじ、おとがイタイんです フミヤ語り/ほるぷ出版 378/フミ

メガネをかけたらどうなるの？ ハリエット・ブランドル作/ほるぷ出版 496/ブラ

補聴器をつけたらどうなるの？ ハリエット・ブランドル作/ほるぷ出版 496/ブラ

義肢をつけたらどうなるの？ ハリエット・ブランドル作/ほるぷ出版 494/ブラ

歯の矯正をしたらどうなるの？ ハリエット・ブランドル作/ほるぷ出版 497/ブラ

屠畜のお仕事 栃木裕著/解放出版社 648/トチ

難民選手団 杉田七重文/KADOKAWA 780/スギ

虫ガール ソフィア・スペンサー文/岩崎書店 E/ケラ

せんそうがやってきた日 ニコラ・デイビス作/鈴木出版 E/コッ

児

童

書

５月の「ブッくんの

おはなしタイム」は

「こどもの読書週

間イベント」として

５月８日に行いま

す。 

移動図書館車「ラブック号」運行スケジュール 
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