
請求記号

019-ﾏ
028-ｲ
159-ﾀ
210-ﾑ
288-ﾊ
291-ｻ
312-ﾏ
318-ｼ
319-ｺ-1

361-ｱ
361-ｻ
374-ﾀ
376-ｱ
378-ﾗ
385-ｷ
457-ﾅ
468-ﾑ
491-ﾌ
493-ｶ
493-ﾀ
494-ﾏ
547-ﾊ
559-ﾚ
596-ﾐ
599-ﾄ
629-ﾅ
673-ﾀ
673-ﾔ
674-ｺ
763-ｳ
767-ｶ
788-ﾊ
914-ﾖ
B543-ﾊ
B916-ﾓ
F-ｲ
F-ｲ
F-ｵ
F-ｶ
F-ｺ
F-ｻ
F-ｻ
F-ｼ
F-ﾀ
F-ﾄ
F-ﾆ
F-ﾊ
F-ﾐ
F-ﾓ 　

S319-ﾘ
S382-ｱ
S911-ｵ 小室賢治  ほか

ハッピー 河出書房新社

新潮社

林真理子ＳＴＯＲＹ　ＯＦ　ＵＪＩ　小説源氏物語

環（めぐ）りの海　竹島と尖閣国境地域からの問い

文芸隠岐　第２０号

琉球新報　山陰中央新報
巡の環　ほか海士伝　３　海士に根ざす　聞き書きしごとでつながる島 グローバル社会を歩く研究会

岩波書店

ＷＡＶＥ出版

（公財）隠岐の島町教育文化振興財団

有頂天家族　〔２〕　二代目の帰朝 森見登美彦 幻冬舎

・・・　新 刊 本 紹 介　・・・

文芸春秋

無銭横町

双葉社

裏が、幸せ。

幻冬舎
ＫＡＤＯＫＡＷＡ

西村賢太

レオナルドの扉

脳がつくる３Ｄ世界　立体視のなぞとしくみ

自由国民社山下実

勝ち抜く力

翔泳社

胆石・胆のう炎・膵炎の安心ごはん

僕とおじさんの朝ごはん

真保裕一
沢田ふじ子

ラ・ミッション　軍事顧問ブリュネ

角岡伸彦　ほか

小さな幸せ４６こ よしもとばなな 中央公論新社
福島第一原発収束作業日記　３・１１からの７００日間

宰相Ａ 田中慎弥 新潮社
末次由紀　時海結以

文芸春秋
講談社小説ちはやふる　中学生編　１～４

ＤＲＥＡＭＥＲ　阪急・宝塚を創り、日本に夢の花を咲かせた男 宮徹
小学館

５０の名器とアイテムで知る図説楽器の歴史

朝日新聞出版

冤罪凶状

中央公論新社

悟空出版

文芸春秋

恩田陸

幸田真音

幻冬舎

佐藤賢一

桂望実

五十嵐貴久

ポプラ社

ブティック社

原書房

自分の好きな世界をＬＩＮＥスタンプでつくりませんか？

脱パチンコ　元パチンコ店長が書いたパチンコの問題点と「止め方」

ナチュラルガーデニング　２０１５　

百田尚樹『殉愛』の真実

常連さんが増える会話のコツ　銭湯の番台が心がけている

ナナフシ

ＥＰＩＴＡＰＨ東京
１９８１年のスワンソング

ＣＣＣメディアハウス

プレジデント社

白鵬翔

わが盲想

宝島社

フィリップ・ウィルキンソン

フランス人は子どもにふりまわされない　

田村祐一

電車道 磯崎憲一郎

モハメド・オマル・アブディン

仕事に使える写真術　

書　い　た　人 出版社本　の　名　前

東京子ども図書館今、この本を子どもの手に 東京子ども図書館
子どもと本 松岡享子 岩波書店

田口智隆

小学館

ＳＢクリエイティブ

橋本雅幸

歴史教育者協議会　全国歴史教師の会

河野鉄平

人口急減と自治体消滅　全論点 時事通信社

お金持ちになるのは、どっち！？　

酒井順子

向かいあう日本と韓国・朝鮮の歴史　近現代編

学研パブリッシング
パメラ・ドラッカーマン

羽石相

化学同人

原書房

小林よしのり

佐藤英典　マミヤ狂四郎

阿部直美

吉川美津子

ナツメ社

女子栄養大学出版部加藤真三　ほか

運営からトラブル解決までＰＴＡお役立ちハンドブック

自分でつくれる２００年家系図　
大月書店
旬報社

時事通信出版局

図説世界史を変えた５０の武器 ジョエル・レヴィ　

秀和システム
海辺を食べる図鑑　獲って食べる！ 向原祥隆

美味しんぼ「鼻血問題」に答える 雁屋哲 遊幻舎

末期がん患者の家族のための「看取り」の教科書　 吉沢明孝 主婦の友インフォス情報社

ディズニーキャラクターのお弁当レシピ 宮崎真美

島根あるある
田所永世 有楽出版社

崖っぷち国家日本の決断　安倍政権の暴走と自主独立への提言 孫崎享　マーティン・ファクラー 日本文芸社

らせんゆむ　かんもくネット 合同出版

日本全国因縁のライバル対決４４ 浅井建爾

ゼロからわかる墓じまい

ゴーマニズム宣言ＳＰＥＣＩＡＬ新戦争論　１

わらべうたあそび１２０　０～５歳児の楽しくふれあう！

私はかんもくガール　

これだけ！生命の進化

ＴＯブックス

夏緑

幻冬舎
主婦の友社

藤田一郎

秀和システム

南方新社

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 

http://www.town.okinoshima.shimane.jp/toshokan/ 
e-mail：s-tosho@mx.miracle.ne.jp 

 紹介しているのは３月に入った新刊の一部で
す。他にもたくさん入りましたのでチェックし
てみてください。 

 図書館にない本が読みたいときには、リク
エストをしてください。他の図書館から借り
るか、購入してお届けします。 

こども読書の日スペシャル 開催！！ 

  ４月おはなしの会 
 

 おはなしを聞きたい人あつまれ！ 

 ボランティアグループの人たちに

よるおはなしの会を毎月一回行って

います。 

  対象：５さい以上 
 

 ４月２５日（土）おひる２じ～ 

 図書館研修室 
 

  

隠岐アゴラ開催中！ 
 

 隠岐アゴラは参加者がお気に入りの

本を持ち寄り、その魅力を紹介しあう

会です。本が好きな方、イベント好き

な方、ぜひご参加ください。 

 

 開催：毎月第２土曜日 

      １４：３０～ 
 

  

 ４月２３日の子ども読書の日と、５月５日の子

どもの日を記念して、おはなし会を行います。 

 絵本の読み聞かせやみんなでつくる工作、「お

き民話の会」の人が語る昔話など、盛りだくさ

ん！いっしょに楽しみましょう♪ 

 

とき  ５月５日（火）お昼３時～４時 

ところ 図書館研修室 



★展示コーナー ★特集コーナー

★えほんコーナー

　４月 　５月 定例行事
○はじめてのえほん
　毎週日曜日　10:30～  

○おはなしのへや
　毎週土曜日　15:00～
○おもちゃのへや
　毎週金曜日　14:00～16:00

　

・・・ 図書館職員オススメの一冊 ・・・

貸出冊数貸出人数入館者数

▲ 138
1,316
1,17826　年　度

9

・・・ ３月 に よ く 読 ま れ た 本  ベスト１０・・・

25　年　度
▲ 91
4,505 6,616

105,4244,414

1比　　　較 ▲ 1,192

≪ おでかけ ≫

・・・ 展 示 コ ー ナ ー ＆ 特 集 コ ー ナ ー ・・・

登録者数

・・・ ３月 の 利 用 状 況 報 告 ・・・

≪ 自然はおいしい ≫≪ 増本春蘭 俳句展 ≫

開館日カレンダー

１位 人生がときめく片付けの魔法 ２  近藤麻理恵     サンマーク出版 
２位 地勢と統計から解き明かす！あなたの知らない日本史    辰巳出版 
２位 フランス人は１０着しか服を持たない ジェニファー・Ｌ・スコット  大和書房 
２位 知らないと損するシニア割引徹底活用ガイド  代事務所  双葉社  
２位 夢をまことに            山本兼一      文芸春秋 
２位 狗賓童子の島            飯嶋和一      小学館 
２位 ＳＴＯＲＹ ＯＦ ＵＪＩ      林真理子      小学館 
２位 僕とおじさんの朝ごはん       桂望実       中央公論社 
２位 とても役に立つくらしのトラブル解決法  斎藤哲生    東洋出版 
２位 島根あるある            佐藤英典      ＴＯブックス 

4月になり入学式や入社シーズンまっただ中、隠岐では桜も満開でついに春本

番といったかんじですね。 

今回紹介する本は明林書房という出版社の新人、井辻知紀が主人公のミステ

リ小説です。出版社というと編集者を思い浮かべがちですが、主人公は営業部

の営業マン。書店に出向いて注文を取るだけでなく、販促物の作成、在庫管理、

市場調査、イベントの仕掛けなど出版社を支えるいろいろな仕事をこなさなけ

ればならないそうです。 

ある日、井辻が自社の本をたくさん売ってくれたお店を訪ねたところ、店長

に何故か冷たくあしらわれてしまいます。なぜそんな風にあしらわれてしまっ

たのか…。井辻より前にエリアを担当し、編集部に移った吉野と店長の過去を

紐解いていくと次第にその謎が解けていきます。 

この本はミステリを十八番としている東京創元社発行の本ですが、表題作の

ほか５つの短編からなっていてちょっとした合間に読むことができ、ミステリ

を普段あまり読まない方にも読みやすくオススメです。 

色の日は休館日 

『 平台がおまちかね 』 大崎梢∥著   東京創元社 

 暖かくなり、外に出るのが楽しい季
節になりました。外へ出かけたらおい
しい山菜や野草を探してみませんか？ 
 採るだけでなく、自分で野菜を作っ
てみたりするのもいいですね。 

 外に出るとたのしいことがいっ

ぱい。お弁当をもってピクニック

に出かけよう！ 

 元西郷小学校校長で『文芸隠岐』初代編集長

でもある故・増本敬郎氏（俳号：増本春蘭）の

俳句作品を展示中です。町に寄贈された先生の

色紙・短冊３５点を展示しています。 
 

   期間：５月１６日（土）まで 

 ３月２１日・２２日に宇田祥子氏によるストーリーテリ

ングのおはなし会とブックトークの会がありました。 
 

 子ども向けのおはなし会では手遊びや楽しい話、ちょっ

と怖い話などを楽しみ、大人向けのお話会では、お話を

語った後、ストーリーテリングのもたらす効果についてお

話しいただきました。小さいころに聞くお話は、子どもの

心の奥に生きる力をつくることなどを、長年活動されてき

た先生の体験談を交えてお話しいただき、子どもに関わる

人にとって勉強になる会でした。 

日 月 火 水 木 金 土

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

本の寄贈 
 

 １～３月には、佐藤祐介様、中田俊雄様、

坂本順子様、福屋由紀子様、辰野豊様、坂

根喜美子様、ほか１０名の方から本を寄贈

いただきました。 

 図書館で使うほか、公民館や病院などの

公共施設でも活用させていただきます。あ

りがとうございます。 

カメラを持って出かけよう 
 

 すてきな写真を自分で撮ってみません

か？日頃見慣れている景色もファインダー

を通すと違った世界に見えるかも。手軽に

撮れる携帯写真から本格的な一眼レフまで、

カメラ撮影に関する本を、玄関前で特集中

です。 

写真展示中 
 

 写真クラブ「おき写楽」の方の撮った写

真を館内に飾っています。４月は加茂の弓

祭の写真です。一カ月に一回新しいものに

交換されますので、図書館に来たときには

チェックしてみてください。 

病院の待ち時間に… 
 

 隠岐病院の待合の本棚に、配本とし

て本や雑誌を持って行っています。読

みやすいものを揃えていますので、

ちょっとした空き時間にご利用くださ

い。 

・・ストーリーテリングのおはなし会がありました・・ 


