
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浜田市立旭図書館だより 
令和 5年 第 69号 

2月号 

2022 年旭図書館貸出ランキング１位の発表！ 

総記（情報科学・図書館学・読書など） ０類 
 

『いちばんやさしい 60代からの iPhone 12/12 Pro/12 
Pro Max/12 mini』 増田 由紀/著  日経 BP 007.6/マス 

 

『子どもといっしょにコンピュータとプログラミングを学ぶ本』 

矢沢久雄/著   日経 BP社   007.6/ヤザ 

 

3 類 

２類 

1 類 

歴史（歴史・伝記・地理など） 

哲学（哲学・心理学・宗教など） 

『すぐやるメソッド見るだけノート』  

（やる気がなくても、意思弱くても大丈夫！） 

藤由達藏/監修  宝島社   159/スグ 

 

『日本中世史最大の謎!鎌倉 13人衆の真実』  
本郷和人/著  宝島社   210.4/ホン 

 

社会科学（政治・経済・法律・教育など） 

自然科学（数学・生物学・植物学・医学など） 

技術・工学（建築学・電気工学・家庭） 

産業（農業・林業・水産業・運輸・畜産業など） 

芸術・美術（絵画・音楽・スポーツなど） 
 

言語（国語・日本語・外国語など） 

文学（エッセイ・手記など） 
 

４類 

『よけいなひと言をわかりあえるセリフに変える 
親子のための言いかえ図鑑』  

大野萌子/著  サンマーク出版   367.3/オオ 

 

『60代からの鎌田式ズボラ筋トレ』  
鎌田寛/著  エクスナレッジ   498.3/カマ 

 

５類 

『魔法のてぬきおやつ』  
てぬキッチン/著  ワニブックス   596.6/テヌ 

６類 

『農家が教えるゆずづくし』 農山漁村文化協会/編 
 農山漁村文化協会  625.3/ノウ 

 

7 類 

『野球の子』  
かみじょうたけし/著   二見書房  783.7/カミ 

 

8 類 

『みちこさん英語をやりなおす』  
益田ミリ/著   ミシマ社   830.4/マス 

 

9 類 

『救命センター カンファレンス・ノート』  
 浜辺 祐一/著  集英社   916/ハマ 

 

小説 

『看守の信念』  
城山真一/著   宝島社   Ｆ/シロ/2 

  

『透明な螺旋』 ガリレオシリーズ 10 
東野圭吾/著   文藝春秋   Ｆ/ヒガ/10 

 郷土
資料 

『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 

 
『プリズン・サークル』  

坂上香/著   岩波書店    Ｋ326.5/サカ 

児童書（絵本以外） 

児童書（絵本） 

『地下鉄のサバイバル』 1 
ゴムドリ co./文  朝日新聞出版   686/チカ 1 

１位 『パンどろぼう』 柴田ケイコ作  
      KADOKAWA   Ｅ/シバ 

２位 『おめんです』3 いしかわこうじ/作・絵 
      偕成社   Ｅ/イシ/3 

２位 『パンどろぼうと 
なぞのフランスパン』柴田ケイコ作  

       KADOKAWA   Ｅ/シバ  

２位 『パンどろぼう VSにせパンどろぼう』 
柴田ケイコ作 KADOKAWA   Ｅ/シバ  

２位 『しろくまのパンツ』tuperatupera/作 

ブロンズ新社 E/ツペ 

２位 『めがねがね』 tuperatupera/さく  

ひさかたチャイルド  E/ツペ 

２位 『やさいさん』 tuperatupera/さく  

学研教育出版  E/ツペ 

 

 
総合ランキング 

１位『パンどろぼう』  
柴田ケイコ作 

KADOKAWA  Ｅ/シバ 

 

 

 

 

全国の書店員が、“今一番売りたい本！”を決め

る「2023 年本屋大賞」のノミネート作が 1/20

発表されました。 

選考会は 4 月 12 日（水）です。 

どの本が大賞に選ばれるか、読み比べて予想す

るのも楽しいですね。 

館内で候補作の紹介をしています。 

ご予約をどうぞ。 

 

2月の展示 
・旭図書館貸出ランキング（ジャンル別） 

・バレンタイン特集（レシピ本、ラッピング、恋愛小説） 

・節分、鬼が出てくる絵本 

・旭中学生おすすめ本 POP展示（3年生） 他 

料理レシピ本大賞 

in Japan 

お菓子部門大賞 

１年間の貸出ランキングを 

ジャンルごとに集計しました 

1作目は 

『看守の流儀』 

です 

総合ランキング２年連続 
１位の「パンどろぼう」は 

現在シリーズが４作目 
まで出ている大人気絵本
です。２位に他２作もラン

クイン！ 
ＴＳＵＴＡＹＡえほん大賞、 
リブロ絵本大賞 受賞作 

『見るだけ 

ノート』シリーズ 
「すぐやる人」 
になる大全 

 

「科学漫画 

サバイバル」 

シリーズ 
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    書名 著者名/出版社 請求記号

三流シェフ 三國　清三著/幻冬舎 289.1/ミク

ジェンダーがよくわかる本 瀬地山　角著/秀和システム 367.1/セチ

障がいのある子とその親のための「親亡きあと」対策 鹿野　佐代子著/翔泳社 369.2/シカ

0・1・2歳児の発達に合った楽しい!運動あそび （寄贈本） 柳澤友希著/ナツメ社 376.1/ヤナ

運動脳 アンデシュ・ハンセン著/ｻﾝﾏｰｸ出版 491.3/ハン

最近、飲みすぎてるなと思っている人のためのお酒の減らし

方
成瀬　暢也監修/ナツメ社 498.3/サイ

戻さずポンッ！大豆ミートの楽うまレシピ 坂東　万有子著/河出書房新社 596.3/バン

まんがでわかる畑の虫 木村　裕監修/農山漁村文化協会 626.1/マン

おうち茶道のすすめ 水上　麻由子著/二見書房 791/ミズ

病は気から、死は薬から

　　「薬剤師・毒島花織の名推理」シリーズ第4弾
塔山　郁著/宝島社 BF/トウ/4

ここでは誰もが嘘をつく 嶋中　潤著/講談社 F/シマ

酔いどれ鳶  （寄贈本） 宇江佐真理著/朝日新聞出版 BF/ウエ

一橋桐子<76>の犯罪日記  （寄贈本） 原田ひ香著/徳間書店 BF/ハラ

雲雀坂の魔法使い（寄贈本） 沖田円著/実業之日本社 BF/オキ

ネズミなんびきでゾウになる？ トレイシー・ターナー文/小学館 410/タナ

ずかんみんなのまわりの気になる生きもの  ささき隊長/技術評論社 480/ササ

そうだったのか！まちのひみつ図鑑 チャイルド本社 510/ソウ

テーマパークのサバイバル ポドアルチング文/朝日新聞出版 689/テマ

妖怪と魔法おりがみ 笹川　勇著/主婦の友社 754/ササ

バッハ　（14曲入りCD付） 新井　鴎子著/音楽之友社 762/アラ

小学生でも安心！「海釣り」と「魚料理」きほんBOOK 山口　充監修/ﾒｲﾂﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｺﾝﾃﾝﾂ 787/ショ

虹いろ図書館司書先輩と見習いのぼく

　　「虹いろ図書館」シリーズ第4弾。
櫻井　とりお著/河出書房新社 YA913/サク/4

かいけつゾロリきょうりゅうママをすくえ！ 原　ゆたかさく・え/ポプラ社 913/ハラ

服部半蔵　　　上巻 小前　亮作/小峰書店 913/コマ/1

ねこちゃん　　[こどものとも0.1.2]2月号 たるいし　まこ作/福音館書店 E/タル

おうさまのまえでみぎむけーみぎ！ 柏原　佳世子作/KADOKAWA E/カシ

おうさまがかえってくる100びょうまえ！ 柏原　佳世子作/えほんの杜 E/カシ

木になろう!    マリア・ジャンフェラーリぶん/評論社 E/サラ

りんごのまほう  うえだしげこ作絵/教育画劇 E/ウエ

一

般

書

児

童

書

 
 ☆２月２１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              12：30～13：00 
旭小学校              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 
 

☆２月９日（木） 
木田生活改善センター 
14：00～14：30 

移動図書館車「ラブック号」
運行スケジュール 

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 

新年の「ブッくんのおはなしタイム」は、干支にちなんで『いなば
の白ウサギ』を読みました。その後の工作では、ウサギの置物を作
りました。約１時間かかりましたが、完成するまで皆さんがんばりま
した。 

日時：２月５日（日） 

10：３０～11:30 

場所：おはなしコーナー 

定員：先着１０人 

２月の工作 

「鬼のおきあがりこぼし」 

お楽しみに♪ 

調べる学習コンクール優秀賞作品の展示 
 
旭図書館では、浜田市『第９回図書館を使った調べる学習

コンクール』一般部門優秀賞作品１６点のレプリカを展示

します。様々なテーマについて調べ上げた力作が勢揃いで

す。子どもたちの作品を、ぜひご覧ください。 
 

展示期間 2 月 14 日（火）～3 月 10 日（金） 

展示場所 旭図書館 展示コーナー 

＊貸出やコピーはできませんのでご注意ください 

日 月 火 水 木 金 土

1/29 1/30 1/31 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

19 20 21 22 23 24 25
休館日 ラブック号

26 27 28 3/1 3/2 3/3 3/4

休館日 休館日

ブッくんの 
おはなしタイム 

 

 
作者は 

島根県出身 

 
代替肉の 
一種、 

「大豆ミート」 
のレシピ本 
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