令和４年 第６6 号

親子読書アドバイザーさんに来て
いただきました。今回のテーマは
「かがくいひろしさん」
最後に朝鮮の昔話「へらない稲た
ば」と手遊びもあり、楽しいおは
なし会でしたね。
再利用の牛乳パックを使ってカボチャ
おばけのお菓子入れを作りました。
折り紙のキャンディもたくさん！
魔女の帽子をかぶり仮装して本を
借りた後、ブッくん
と記念撮影をしまし
た。お家でも楽しい
ハロウィンを！
＊イベント開催時は、館内が少し賑やかになります。ご来館の皆さま、いつもあたたかく見守ってくださりあり
がとうございます。ご迷惑をおかけしますが、今後もご理解のほどお願いいたします。

親子、家族間の読み聞かせと

図書館の読み聞かせについて

☆親子、家族間の読み聞かせ…子どもは、お父さん、お母さん、家族の声が大好きです。安心感
や心地よさを抱き、愛情を感じることができます。そしてその声で語られる絵本の物語を通して
様々な疑似体験をし、創造力が育まれ、語彙力や感情が豊かになると言われています。わずかな
時間でも、絵本を通して家族が触れ合う時間を大切にしてください。その時間は、お互いにとっ

11/13（日）

て宝物となります。

開催

☆図書館の読み聞かせ…親子、家族間の読み聞かせとはまた違った楽しさがあります。他の子ど
もたちと一緒に物語の世界に入ることで、互いに共感できる歓びを得られます。また知っている
本でも、読み手が違うと新しい発見をしたり、まるで違う感動が得られたりもします。
当館のおはなし会は 30 分間。読み聞かせを担当してくださる親子読書アドバイザーの読書ボラ
ンティアさんは、絵本や読み聞かせの豊富な知識と経験があります。真剣な表情で絵本の世界に
引き込まれている子どもや、おもしろい場面に思わず笑い出す子どももいます。また、「どんな
絵本を選んだらいいの？」といった読み聞かせに関する不安や悩みなど、家庭での読み聞かせに
ついてのアドバイスもしてくださいます。おはなし会開催時以外でも、図書館司書にお気軽にご
相談ください。
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支

＊参考資料

所
↑図書館はこちらです

『読み聞かせわくわくハンドブック』代田知子／著 一声社

015.8/シロ

書名

著者名/出版社

54字の物語Q

請求記号

氏田 雄介編著/PHP研究所

031.7/ウジ

石見郷土研究懇話会編集/石見郷土研
究懇話会

K217/キ ョ/118

/JTB パブリッシ ング

291.7/ルル/23

CAMPFIRE解体新書

大堀 悟著/逆旅出版

336.8/オオ

一 ほんとうの定年後
般 山陰クラフトビール 2
書 脱白髪染め のはじめ かた

坂本 貴志著/講談社

366.2/サカ

矢野 竜広著/今井出版

K588.5/ヤノ /2

伊熊 奈美著/グラフィック社

595.4/イク

藤井恵のちょ っと具合のわ るいときの食事

藤井 恵著/婦人之友社

596/フジ

ただ、一緒に生きている

坂本 美雨著/光文社

599.0/サカ

す ぐでき＆作りおきおいしい幼児食250品

小池 澄子監修/学研プラス

599.3/スグ

A級グルメが日本の田舎を元気にす る

寺本 英仁著/時事通信出版局

K601.1/テラ

若葉荘の暮ら し

畑野 智美著/小学館

F/ハタ

新！店長がバカ す ぎ て 2

早見 和真著/角川春樹事務所

F/ハヤ/2

今野 敏著/中央公論新社

B F/コン/3

伊藤 美奈子監修/あかね書房

146/シ ン/3

郷土石見

第118号

るるぶ 広島宮島

任俠病院

（寄贈本）

（2023年版）

「任俠」シ リーズ3

新・心が元気になる本

（寄贈本）

3

SDGsのサバイバル

恐竜のクライシ ス

韓 賢東絵/朝日新聞出版
333/エス
防衛省大臣官房広報課防衛白書事務室
392/ハジ
編/日経印刷
菅原 健二まんが/小学館
457/スガ

ごみ 世界で一番やっかいなもの

G．レイド文・絵/西村書店

518/レイ

もしも深海でくら したら

山本 省三作/WAVE出版

558/ヤマ

/ひさかたチャイルド

615/ダイ

香川 元太郎作・絵/PHP研究所

798/カ ガ

高林 麻里作/講談社

E/タ カ

なにになれ ちゃう？

チョー ヒ カ ル著/白泉社

E/チョ

パンどろぼう おにぎ りぼうやのたび だち

柴田 ケ イコ作/KADOKAWA

E/シ バ

くまさんとどんぐり

増田 純子さく/福音館書店

E/マス

へ んしんロ ボット

あきやま ただし作・絵/金の星社

E/ア キ

図書室の奥は恋す る？相談室

櫻井 とりお著/PHP研究所

本好きの下剋上 第2部4、第2部5

香月 美夜作/TOブックス

913/サク
913/カ ズ/2- 4、
913/カ ズ/2- 5

はじめ ての防衛白書

第2版

児 だいどころのたね
童 難攻不落の迷路
書 わ んわ んハロ ウィーン

【こどものとも012】 11月

【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（木）

☆１１月１５日（火）

木田生活改善センター
14：00～14：30

市木生活改善センター
都川高齢者活動促進センター
旭中学校
旭小学校
和田まちづくりセンター
南高台町内

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。

10：00～10：30
10：50～11：20
12：30～13：00
13：10～13：50
14：00～14：30
14：50～15：20
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休館日
そのまま図書館へお申し出く
ださい。専用の道具で修理し
ます。セロテープなどでご自
分では修理されないようにお
願いします。
（変色や劣化し
ます）
中には修理が困難なものもあ
ります。その場合、弁償して
いただくことになりますの
で、大切にご利用ください。
皆さまが気持ちよくご利用い
ただけるよう、ご協力をお願
いいたします。
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7
休館日

ラブック号
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14

15

旭ふる里
まつり

休館日

ラブック号
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24
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12/1

12/2

12/3

休館日

27

28
休館日

休館日

10 月 27 日～11 月 9 日は「読書週間」です。
図書館内に、読書に親しんでいただけるような特集展示を行って
います。素敵な 1 冊に出会えるように、お手伝いします。

新着おすすめ本（一般書）

『若葉荘の暮らし』畑野智美著
小学館 F/ハタ

収入が激減したミチルは、40 歳以上独
身女性限定のシェアハウスに転居す
る。訳ありな女性達が迷いながらもた
くましく生きる様を見て、ミチルは自
分で自分の幸せを叶える術を身につけ
…。
当館で初めて所蔵する著者、畑野智美さんの
最新刊です。

新着おすすめ本（児童書）

『もしも深海でくらしたら』
山本省三作 WAVE 出版

558/ヤマ

光が届かない深海で、空気はどうする
の? 海のなかに住めるって本当？
深海がどんなところなのか、どうやっ
て生活するのかを調べてみたら、驚く
ことがたくさんだった！
なぞに包まれた深海の世界が紹介されてい
ます。

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

