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隠岐の島町図書館

〒685-0014
島根県隠岐郡隠岐の島町西町吉田の二．17-１
tel：08512-2-2341　 　　fax：08512-2-9198
e-mail：s-tosho@mx.miracle.ne.jp

　紹介しているのは５月に入った新刊本の一部で
す。この他にもたくさん入っていますので、
チェックしにきてください。また、読みたい本が
図書館にないときはリクエストもできます。

２０１０．６　　Ｖｏｌ．６１

隠 岐 の 島 町 図 書 館 通 信

　　　　　　６月の休館日
７（月）　１４（月）　２０（日）
２１（月）　２８（月）

　図書館で“たなばたまつり”をします。たなばた
の絵本の読み聞かせや、工作などいろいろお楽しみ
があるので、ぜひ来てね。みんなで願いごとを短冊
に書きましょう。

　日時　７月３日(土）　１５：００～
　場所　図書館研修室

ブックトークの会は７月１０日（土）に変更になり
ます。

　　　ありがとうございます
　
　４月・５月はたくさんの方（野津忠宏
様、繁浪さおり様、的地義広様、斉藤て
るえ様、佐藤智樹様、ほか７名）から本
を図書館に寄贈していただきました。
　大切に使わせていただきます。ありが
とうございました。

　隠岐ガス様より図書カードをいただき
ました。雑誌や書籍の購入に使わせてい
ただきます。ありがとうございました。

　図書館年報できました

　平成２１年度の図書館年報が
できました。
　図書館の事業報告や、ベスト
リーダー（よく読まれた本）の
ランキング、分野別の貸出統計
など様々な情報が載っていま
す。
　興味のある方は、図書館での
閲覧のほか、配布もしておりま
すので、カウンターまでどう
ぞ。

　　　　・・星に願いを～　“たなばたまつり”のおしらせ・・



★展示コーナー ★特集コーナー
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・・・ ５月 の 利 用 状 況 報 告 ・・・
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・・・ 今 月 の オ ス ス メ の 一 冊 ・・・

・・・ ５月 に よ く 読 ま れ た 本  ベスト１０・・・

22　年　度

21　年　度

▲ 702 ▲ 190

←館内の検索機です
（タッチパネル式）

書名や著者名の一部
でも探せます。
使い方が分からない
時は職員に聞いてく
ださいね。

１位　さびしい女神　　　　　　　　　　　仁木英之  　　　　新潮社
２位　遍路みち　　　　　　　　　　　　　津村節子　　　　　講談社
２位　不等辺三角形　　　　　　　　　　　内田康夫　　　　　講談社
４位　ニセ科学を１０倍楽しむ本　　　　　　山本弘　　　　　　楽工社
４位　野草と野菜・果物まるごと活用術　　　木佐森千砂子　　　法研
４位　きほんの旬レシピ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オレンジページ
４位　１Ｑ８４　ＢＯＯＫ３　　　　　　　　村上春樹　　　　　新潮社
４位　指定席　　　　　　　　　　　　　　　赤川次郎　　　　　光文社
４位　好かれる自分をやめる！　　　　　　　角川いつか　　　　河出書房新社
４位　猛毒国家に囲まれた日本　　　　　　　宮崎正弘　　　　　海竜社

　６月ということで、雨に関する本を集めまし
た。
　雨が降るしくみから、雨の日の過ごし方、雨に
関する小説など、雨が降った日はこれらの本を読
んでみませんか？

　あまーいケーキやクッキー、パン
にくだもの･･･見てたらおなかがすい
てきそう！おいしくて楽しいおや
つ・おかしの絵本そろってます。

　「モノを所有しないで、身軽に生きる！」をコンセプトに、あらゆる「借りる」
サービスを紹介した本です。
　一口に「借りる」といってもお店から借りるレンタルもあれば、自分の要らない
ものを人に貸し出すシェアリングもあります。貸し借りされているものも多岐にわ
たり、家具や家電から自転車・車、ブランド品や健康器具など、様々なものがある
そうです。変わったところでは鉢植えや布団の貸出、衣替えのときの服の保管サー
ビスなんてのもありました。
　買うにはちょっと高い、買う前に実際に試してみたい、引越しが多くて物をあま
りもちたくない、一時的にしか使わないものだから借りてすませたいなど、実際の
サービス利用者の声も載っています。
　使い方によっては確かにおトクに、かつ生活を楽しくしてくれるかもしれない
「借り暮らし」。ちょっと興味が湧いてきませんか？

『 借りてトクする生活 』　　サンマーク出版

　      ・・現在準備中です・・

　７月は「しまね景観賞」の特集展示をする予
定です。
平成21年度島根景観賞に選ばれた佐々木家住宅
を含め、島根のすてきなところの写真パネルを
展示します。お楽しみに！

　展示コーナーでは、隠岐の島町に関わるもの
の展示をしています。グループ・サークル等の
活動の発表や、お家に眠るお宝展など、いろい
ろ募集しています。興味のある方は図書館まで
お知らせください。

　図書館で読みたい本を探すとき、皆さんはどう
していますか？今回はお目当ての本が探しやすく
なる方法を教えます。

　図書館の本は、その内容によって分類され番号
が付けられています。これを請求記号といい、本
の背表紙のラベルに書いてあります。請求記号は
内容が似ている本を隣に並べるための、本の住所
のようなものです。
　
　インターネットや館内の検索機で読みたい本を
見つけたら、請求記号をメモしておくと探しやす
いですよ。
　
　次に詳しい見方を説明します

　　　　　　請求記号の見方

　一般書（大人の本）の請求記号は３ケタの数字＋カ
タカナで書かれていて、数字が本の内容を、カタカナ
は著者名（書名のこともあり）の頭文字を表していま
す。
　書棚ではこの数字の順にならべ、さらに同じ数字の
中では著者名のアイウエオ順に並べています。
１ケタ目の数字で大きく分けると･･･
　

　２ケタ目・３ケタ目でさらに細かく分類されます。
　このほか、文庫や大活字本、大きいサイズの美術書
や事典などの参考図書、パソコンの本など別にまとめ
ている本もあります。
　詳しく知りたい方は館内の案内図をご覧いただく
か、職員にお問い合わせください。

今月は大滝が
紹介します

ちなみに･･･
　子どもの本は請求記号が２ケタま
でになっています。
　また絵本は請求記号をEと置き換
えてあり、外国・日本の作者別、赤
ちゃん向け、昔話、科学絵本、言葉
の絵本などで分けてあります。

　請求記号（３ケタ）
本の内容別に分類し、
数字で表しています

著者や書名の
頭文字です。

　０＊＊　総記　      読書論　雑学
　１＊＊　哲学　　　　人生論　占い　宗教
　２＊＊　歴史・地理　伝記　観光案内
　３＊＊　社会科学　  社会　経済　法律　　教育　民俗
　４＊＊　自然科学　  数学　宇宙　植物　動物　医学
　５＊＊　技術       工業　建築　機械　乗り物　手芸　料理
　６＊＊　産業　      農業　ペット　水産　商業　交通
　７＊＊　芸術     　絵画　写真　音楽　工作　スポーツ　遊び
　８＊＊　言語　      日本語　スピーチ　外国語
　９＊＊　文学　      詩　短歌　俳句　小説　エッセイ
　　　　　　　　　　　　(「日本の小説」は913ですが“Ｆ”と置き換えています）


