
 

  

令和 3年度 旭図書館統計  ＊（ ）は令和 2 年度実績数 
 

開館日数       293 日  （259 日）    個人貸出数  8,852 冊（ 6,952 冊） 

来館者数    4,449 人（3,067 人）    蔵書数    21,626 冊（20,985 冊） 

利用者数   2,718 人（2,139 人） 
                        

        

本を入れたエコバックは、「はまだエコライフ推進隊」からご

提供いただきました。手作りのしおりのおまけ入りでした。 

楽しい本に出会えたかな？ 

皆さんでたくさん折って貼り付けました。 

旭図書館絵本展示コーナーの壁に飾っています。 

ご来館の際に、ぜひご覧ください。 

紙皿を切ってまるめてペタペタ貼って…。ゴムを引っ張ると

小さなボールが飛び出して、楽しかったですね。 

 
今年もこの季節がやってきました。 

作物や草木には恵みの雨ですが、洗濯物が乾かない、外出が困難、湿度のせいで

カビが！ など、困ることが多い時期でもありますね。 

図書館の本にとっても、過度な湿度は大敵です。 

6 月の図書館では、『梅雨をなんとか快適に過ごしたい！』と題して、この時期に

役立つ本を展示します。 

島根県は、「子ども読書県しまね」の実現に向けて、

子どもの読書活動を幅広い県民運動として推進してい

ます。 

「絵本ダイアリー」は家庭での絵本の読み聞かせを支

援するために、読み聞かせの記録をする手帖として島

根県が作成、配布をしていて、旭図書館でも設置して

います。 

大人も子どもも一緒に、いろんな絵本を読んで、この

ダイアリーに記録を取ってみてはいかがでしょう。 

令和４年 第６１号 

６月号 浜田市立旭図書館だより 

梅雨の時期の花といえば、 
アジサイ。気象庁では生物の季節観測に
アジサイの開花も入れています。 
「よくわかる！天気の変化と気象災害」4 
学研プラス より引用 

脇雅世著 主婦の友社 596.3/ワキ 
 
完熟梅が出回る 6 月中旬頃から 7

月下旬ころまでが梅仕事の季節です

ね。自家製の梅干しの味は格別で、

それを使ったまぜごはんや絶品おか

ずのレシピも掲載されています。 

西田めい文 PHP 研究所 449/ニシ 
 
気候の変化や季節の移ろいを表す二十四節

気の意味と、その時期の風景、風物をあた

たかい絵で描いた本。 

カエルの声に耳をすませたり、美しく光る

ホタルを見つけたり。この時期ならではの

生き物を探すのもおもしろいよ。 

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


  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

☆６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 
和田まちづくりセンター   14：00～14：30 
南高台町内          14：50～15：20 
 

☆６月９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→ 

「第 9 回浜田市図書館を使った調べる 

学習コンクール」応援講座 

 

日時 7 月 27 日（水）・29 日（金） 

ともに 13：30～15：30 

   ＊両日参加になります 

場所 旭図書館 

対象 市内在住の小学生、保護者 

   ＊1～4 年生までは保護者同伴 

定員 5 名 

申込 6 月 25 日（土）～7 月 1 日（金） 

   申込用紙を記入し、各会場へ申込 

   ＊電話受付は行っていません 

 移動図書館車「ラブック号」運行スケジュール 

 

日 月 火 水 木 金 土

5/29 5/30 5/31 1 2 3 4
休館日 休館日

5 6 7 8 9 10 11
休館日 ラブック号

12 13 14 15 16 17 18
休館日 ラブック号

19 20 21 22 23 24 25
休館日

26 27 28 29 30 7/1 7/2

休館日 休館日

書名 著者名/出版社 請求記号

今すぐ使えるかんたんPowerPoint　2021 技術評論社編集部著/技術評論社 007.6/イマ

80歳の壁 和田秀樹 159.7/ワダ

大人の日帰り旅　（中国・四国エリア）2023年版 /JTBパブリッシング 291.7/オト/23

プリズン・サークル 坂上香著/岩波書店 Ｋ326.5/サカ

あなたを狙う消費者トラブル40例 佐伯理華著/弘文堂 365/アナ

大人時間を味わうたのしいスパイス絵本 武政三男総監修/日本文芸社 588.7/オト

1日1分読むだけで身につくお金大全100 頼藤太希著/自由国民社 591/ヨリ

87歳、古い団地で愉しむひとりの暮らし 多良美智子著/すばる舎 590.4/タラ

「速く」「短く」「感じよく」メールを書く方法 鈴木真理子著/明日香出版社 670.9/スズ

異体字解読字典　　新装版　（館内利用のみ） 山田勝美監修/柏書房 Ｒ811.2/イタ

マスカレード・ゲーム 東野圭吾著/集英社 Ｆ/ヒガ/4

剣持麗子のワンナイト推理 新川帆立著/宝島社 Ｆ/シン/3

神社のえほん 羽尻利門作/あすなろ書房 175/ハジ

調べる学習子ども年鑑　　　2022 朝日小学生新聞監修/岩崎書店 304/シラ/22

日本国憲法で鬼ケ島を救え！ 河村万理マンガ/朝日新聞出版 323/ニホ

今から身につける「投資の心得」 八木陽子監修/えほんの杜 338/イマ

ざんねんないきもの事典　　　　　やっぱり 今泉忠明監修/高橋書店 480/ザン/7

るるぶどこからきたの？食べもの＆くらしイラスト大図鑑 /JTBパブリッシング 600/ルル

パンダのんびりたいそう いりやまさとし作/講談社 E/イリ

あげる はらぺこめがね著/佼成出版社 E/ハラ

ないしょないしょのももんちゃん とよたかずひこさく・え/童心社 E/トヨ

だれのほね？ たけうちちひろ文・切り絵/出版ワークス Ｅ/タケ

はいはいするものよっといで　（「こどものとも012」4） 植垣歩子え/福音館書店 Ｅ/ウエ

ぽん！　　（「こどものとも012」5） 村田エミコ作/福音館書店 Ｅ/ムラ

ねぼすけさん　（「こどものとも012」6） うえのようさく/福音館書店 Ｅ/ウエ

ともだちおっとっと　　（紙芝居） 内田麟太郎脚本/童心社 C/トモ

ふしぎ駄菓子屋銭天堂　　　3 廣嶋玲子作/偕成社 913/ヒロ/3
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日時：６月５日（日） 

10：３０～11:30 

場所：おはなし 

コーナー 

定員：先着１０人 

ブッくんの 
おはなしタイム 

西部読書普及センター 
借受本入れ替えのご案内 

入替日：６月 ７日（火） 
 

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図書を入れ替えます

（500冊） 

どうぞご利用ください。 

（図書館は通常開館しています） 
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