
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ☆３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 

☆３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              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 
 

３月。 

長かった冬の寒さも、段々と和らいできました。春はもうそこまで来ているので

しょうね。そして３月は、卒業や異動、引っ越しといった月…。 

新しい世界へ旅立って行く方々、新生活の準備や心構えも必要ですね。 

たくさんの出会いも待っていることでしょう。図書館も応援しています。 

見送る方々は、寂しさで一杯になるかもしれません。 

図書館には様々な本があります。不安や寂しさを癒してくれる本や、ひとり暮ら

しの知恵と技術の本、入園、入学準備に役立つ本もあります。 

何かのきっかけとなる本との出会いがあるかもしれません。 

 

西部読書普及センター 
借受本入れ替えのご案内 

入替日：３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 

浜田市内の小中学生を対象とする上記コンクールの優秀作品 16 点の

レプリカを展示します。 

昨年 7 月旭図書館で応援講座を開催しました。子どもたちの力作を 

ぜひご覧ください。 

＊貸出、複写はできません 

 

『かんたん手作り通園グッズ』 
増山優子著 日東書院 594/マス 

 

入園、入学準備に役立ちます！ 

ポケットがたくさんのレッスンバッグ、

上履き入れやぷっくりアップリケの体操

服入れなど、簡単でオシャレな通園、通

学グッズの作り方が紹介されています。

実物大の図案付き。 

 

 

『あなたがひとりで生きていく 

時に知っておいてほしいこと』 
辰巳渚著 文藝春秋 590/タツ 

 

ひとり暮らしを始める人やその親御さんへ

向けて書かれた本。 

著者は 2018 年に事故で急逝、同じ頃に自

立していくご子息へ、最期に遺された一冊と

なりました。母親の愛が、溢れています。 

 

コロナ感染症対策のため、学習席

の利用時間を制限していました

が、2/1 より解除となりました。 

なお、手指の消毒やマスク等の感

染症対策は引き続きお願いいた

します。ご不明な点は職員へおた

ずねください。 

 

折り紙で作った桜の花を、図書館の壁に一緒に

飾りませんか？ 折ってみたい方は、職員にお

声かけください。４月末頃まで、どなたでも参

加いただけます。 

折り紙がなくなり次第終了します 

１/16 休館日中に蔵書点検をおこないました。所

蔵資料約 21,000 冊全てを点検した結果、今年度

不明になった本は、０冊でした！（３年連続） 

図書館の資料を大切に取り扱っていただき、あり

がとうございます。 

https://4.bp.blogspot.com/-L5Hdy_VDGIQ/WUdYNDx0poI/AAAAAAABE5E/c4H6PW7TnDQEJV_m0c-VNwAoUdS9gFfyACLcBGAs/s800/car_book_idou_tosyokan.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 

日 月 火 水 木 金 土

2/26 2/27 2/28 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 31 4/1

休館日 休館日

日時：３月５日（日） 

10：３０～11:30 

場所：おはなしコーナー 

定員：先着１０人 

３月の工作 

「ペットボトル 

キャップで 

腕時計作り」 

お楽しみに♪ 

『答えは市役所３階に』 
辻堂ゆめ著 光文社 F/ツジ 

 

市役所に開設された「2020 こころの

相談室」に持ち込まれるのは、切実な

悩みと気づいてもらいたい想い、そし

て、知られたくない秘密で…。 

ストレスフルな現代に贈る、あたたか

なミステリー。 

新着おすすめ本（一般書） 

書名 著者名/出版社 請求記号

図書館にまいこんだこどもの大質問 こどもの大質問編集部編/青春出版社 015.2/トシ

日本史を暴く 磯田　道史著/中央公論新社 210.4/イソ

好きを生きる

　　　＊NHK連続テレビ小説「らんまん」主人公
牧野　富太郎著/興陽館 289.1/マキ

大学准教授がマッチングアプリに挑戦してみたら、経営学か

ら経済学、マーケティングまで学べた件について。

高橋　勅徳著/クロスメディア・パブリッシ

ング
367.4/タカ

発達障害の人が見ている世界 岩瀬　利郎著/アスコム 493.7/イワ

15歳からの社会保障 横山　北斗著/日本評論社 364/ヨコ

首・肩・腕の痛み・しびれ自力で克服！名医が教える最新1分

ほぐし大全
金岡　恒治著/文響社 494.7/カネ

今、作りたいスマホショルダー /ブティック社 594.7/イマ

新しいお菓子の作り方 江口　和明著/KADOKAWA 596.6/エグ

満月珈琲店のレシピ帖 （寄贈本）

　　　＊料理レシピ本大賞in Japanお菓子部門大賞（第9回）
桜田千尋著/主婦の友社 596.6/サク

農産物直売所で稼ぐ70の極意 勝本　吉伸著/家の光協会 611.4/カツ

使い切れない農地活用読本
農山漁村文化協会編/農山漁村文化協

会
611.2/ツカ

サイコーサウナ 五箇　公貴著/文藝春秋 673.9/ゴカ

ねこいろえんぴつ（寄贈本） なかむら　けんたろう著/日貿出版社 725.5/ナカ

名探偵のままでいて

　　　＊『このミステリーがすごい!』大賞大賞（第２１回）
小西　マサテル著/宝島社 F/コニ

答えは市役所3階に 辻堂　ゆめ著/光文社 F/ツジ

歴史探偵開戦から終戦まで　（寄贈本） 半藤　一利著/文藝春秋 914.6/ハン

放課後の読書クラブ 小手鞠　るい/偕成社 YA/019/コデ

徳川家康外伝　　【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/トク

ママとマハ 高橋　美香文・写真/かもがわ出版 302/タカ

13歳からの図解でなるほど地政学
村山　秀太郎監修/メイツユニバーサルコ

ンテンツ
YA/312/ジュ

しごとへの道　1　【パン職人、新幹線運転士、研究者】 鈴木　のりたけ作/ブロンズ新社 366/スズ/1

いちねんせいえほん 高濱　正伸監修/日本図書センター 376/イチ

地球の中に、潜っていくと… 入舩　徹男文/福音館書店 450/イリ

じぶんでよめるでんしゃずかん 成美堂出版編集部編著/成美堂出版 536/ジブ

どうやってできるの？チョコレート /ひさかたチャイルド 588/ドウ

イチからつくるラーメン 奥村　彪生編/農山漁村文化協会 610/イチ

Cui　Cui．の図工のじかん Cui　Cui．著/河出書房新社 750/キュ

コロネのおしりはどっち？

　　　＊絵本出版賞最優秀賞（第8回）
塚本　ユージ著/みらいパブリッシング E/ツカ

そつえんセブン
もとした　いづみ作

　　　　　　　/世界文化ワンダークリエイト
E/フク

おかしのまちのおかしなはなし

　　　＊武井武雄記念日本童画大賞絵本部門大賞（第11回）
いわさき　さとこ作・絵/フレーベル館 E/イワ

ホットプレートよ〜いどん! さいとう　しのぶ著/白泉社 E/サイ

一

般

書

児

童

書

おはなし会は、親子読書アドバイザーさんに来ていただ

きました。２月 22 日の猫の日にちなみ、猫が登場する

絵本「11 ぴきのねこ」などを読まれました。その後手

遊び歌もあり、楽しいおはなし会となりました。 

 

工作は、鬼の起きあがりこぼしを作りました。重りの位

置の調節が難しそうでしたが、皆さん完成まで頑張って

いました。たくさんのご参加、ありがとうございました。 

ブッくんの 
おはなしタイム 

 

荒らさない、 
手間をかけない 
皆で耕す 

「イチは、いのち
のはじまり」 
シリーズ 

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

