
請求記号

007-ﾃ
143-ｲ
232-ｺ
288-ｺ
289-ｱ
293-ﾀ
336-ｾ
336-ﾆ
366-ｼ
367-ｱ
407-ｺ
440-ﾇ
480-ﾏ
493-ｳ
494-ﾔ
499-ﾊ
535-ﾌ
593-ｳ
593-ｻ
594-ｶ
595-ｵ
596-ﾐ
597-ｻ
645-ﾀ
689-ｶ
726-ﾀ
762-ﾑ
779-ﾊ
821-ｵ
837-ﾊ
909-ｶ
914-ｻ
914-ｻ
914-ﾆ
F-ｱ
F-ｳ
F-ｵ
F-ｺ
F-ｻ
F-ﾄ
F-ﾊ
F-ﾊ
F-ﾋ
F-ﾎ
F-ﾔ

S175-ﾐ
S217-ﾆ
S217-ｵ
S291-ｼ
S319-ﾀ
S490-ﾉ
S911-ﾀ

チームFについて あさのあつこ 角川春樹事務所

松江藩の基礎的研究　城下町の形成と京極氏・松平氏 西島太郎 岩田書院

＼　１０月もイベント盛りだくさん！　是非お越し下さい　／

ヨーコさんの“言葉” 佐野洋子∥文　北村裕花∥絵 講談社

誉田哲也

十字の記憶

プラージュ

誰でもできる日本紹介英会話大特訓　世界中の人に日本を伝えよう！

講談社

誠文堂新光社

潮流
犬の掟

マイストーリー　私の物語

今野敏

堂場瞬一

ごはんのおとも　Ｔｈｅ　ＯＴＯＭＯ　ｒｅｃｉｐｅ　ｂｏｏｋ

ばんざいまたね

はじめての和紙ちぎり絵入門　四季の喜びを鮮やかに残す

角野栄子さんと子どもの本の話をしよう

はじめまして！アフリカ音楽

法律文化社

隠岐島後教育委員会

幻冬舎
ＰＨＰ研究所

隠岐騒動と島おこし

朝日新聞出版

終わった人 講談社内館牧子
小川洋子琥珀のまたたき 講談社

葉室麟

角川春樹事務所

林真理子

佐々木譲

幻冬舎

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

左近　上・下

新潮社

風かおる
火坂雅志

竹島・北方領土返還要求運動島根県会議「竹島・北方領土問題を考える」中学生作文コンクール・入賞作文集　第５回

実業之日本社

大正医報社
株式会社あるむ禅　Ｍｏｄｅｒｎ　Ｚｅｎ　Ｐｏｅｍｓ　ｏｆ　Ｔｏｓｈｉ　Ｔａｎａｋａ（１９１６－１９９６） 田中省禅（登志）

野津猛男∥編述臨床漢法医典

・・・　新 刊 本 紹 介　・・・

自由国民社

大自然とカラフルな街アイスランドへ

一番やさしいつくろい＆お直しの教科書

ポプラ社萩本欽一

気付くのが遅すぎて、

東京書籍

大きな文字、大きな写真、大きなあみ図で大人から始めるかぎ針あみ

角野栄子　ほか

まにまに 西加奈子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

反人生 山崎ナオコーラ 集英社
加藤美香子∥編 デアゴスティーニ・ジャパン水若酢神社　通巻７５号　島後に鎮まる隠岐国一宮

島根「地理・地名・地図」の謎　意外と知らない島根県の歴史を読み解く！ 島根県観光連盟∥監修

Ｊリサーチ出版

ヤマハミュージックメディア

酒井順子
講談社

晴山陽一

観光学事始め　「脱観光的」観光のススメ

ムクナ・チャカトゥンバ

目でみる漢字

猫が歳をとったと感じたら。　 高梨奈々

おかべたかし∥文　山出高士∥写真

主婦の友社田中悠子
片山明久　ほか

成美堂出版

書　い　た　人 出版社本　の　名　前

ディスカヴァー・トゥエンティワン「察しない男」と「説明しない女」のモメない会話術 五百田達成
できるゼロからはじめるパソコン超入門 法林岳之 インプレス

樋脇博敏∥日本語版監修

イカロス出版

東京美術

明智憲三郎
朝日新聞社

ぐるっと！プレゼン 西原猛

古代ローマ

大丸智子

皇室とっておき

満留邦子

ＰＨＰ研究所

朝日新聞出版

誠文堂新光社

学研パブリッシング

白藤香

おもしろ科学研究所∥編

松橋利光

山田佳弘

大和書房

主婦の友社河合真弓

織田信長　四三三年目の真実　信長脳を歴史捜査せよ！ 幻冬舎

すばる舎リンケージ

雑貨と家具をかっこよくリメイクする本

主婦の友社
５０の名機とアイテムで知る図説カメラの歴史 マイケル・プリチャード　野口正雄∥訳

作務衣、甚平、はんてん、日常着　手作りしたい和スタイル ブティック社

顔ダンスで即たるみが上がる！若返る！　１０歳若見え！ おきゃんママ 世界文化社

子どもが驚くすごい科学工作８８
沼沢茂美　ほか

世界のエリートに読み継がれているビジネス書３８冊 グローバルタスクフォース∥編 総合法令出版

足立満∥監修 法研

鵜飼睦子
原書房

モラ夫のトリセツ　モラハラ夫と幸せに暮らす、秘密のテクニック 麻野祐香

髪は増える！　薬を使わずに健康な毛髪を取り戻す方法

９０日間で世界のどこでも働ける人になる！

生きものの持ちかた　その道のプロに聞く
ウルトラ図解ぜんそく　咳ぜんそくから重症ぜんそく、ＣＯＰＤまで

ハーブティー図鑑

青春出版社

主婦の友社∥編

総合法令出版
合同フォレスト

ＨＳＴハッブル宇宙望遠鏡のすべて

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/www/genre/1427787223504/ 

e-mail：s-tosho@town.okinoshima.shimane.jp 

 紹介しているのは９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。 

隠 岐 の 島 町 図 書 館 通 信 

２０１５．１０ vol.１２５ 

西郷文化祭に併せて今年も図書

館まつりを開催します。 

 

●おはなしのへや 

ボランティアグループ「おはな

しのへや」の方による絵本の読

み聞かせ♪ 

●民話を語る会 

隠岐民話の会の方による民話の

語り 

●隠岐ジオパーク自作造形作品展 

グループ隠岐の島「緑水」の方

による生け花、陶芸、絵画など

の展示です。 

●古本市 

毎年恒例、さまざまなジャンル

の古本を販売（１冊10円以上） 

10/25（日） 

13：30～15：30 

 平安時代、現代の大臣クラスのボーナスは隠岐

のアワビでした。なぜ、隠岐のアワビが貴重なも

のとして取り扱われたのか？についてなど解説し

ます。 

 
※松江市で開催された「隠岐世界ジオパーク講座」をベース

とした内容になります。 

場所： 図書館 研修室 

10/17（土） 

18：00～21：00 

10月17日（土）は夜９時まで図書館を開館! 

★映像記録「隠岐島」上映会（研修室） 
昭和30年代の隠岐の風景を映像でご覧いただけます 

★ハロウィンセルフ写真館（おはなしのへや） 
ハロウィンの仮装をして写真を写そう♪ 

★ミニ古本市（エントランス付近） 
１冊１０円以上から、今回はマンガ限定です。 

★としょカフェ（雑誌コーナー） 
１人50円でおかわり自由のセルフドリンクバー 

10/31（土） - 11/1（日） 

詳しくはチラシをご覧

頂くか、職員までお問

合せください！ 



★展示コーナー ★特集コーナー

★えほんコーナー

　１０月 １１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
○民話を語る会　第1日曜　14:00～
○隠岐アゴラ　第2土曜　14:30～

≪ おいし～い！ ≫

・・・ 展 示 コ ー ナ ー ＆ 特 集 コ ー ナ ー ・・・

登録者数

・・・ ９月 の 利 用 状 況 報 告 ・・・

≪実りの季節 ≫≪ デコパージュ展 ≫

・・・ 図書館職員オススメの一冊 ・・・

貸出冊数貸出人数入館者数

81
1,307
1,38827　年　度

17

・・・９月 に よ く 読 ま れ た 本  ベスト１０・・・

26　年　度
2,183
2,714 6,478

156,5304,897

▲ 2比　　　較 52

開館日カレンダー

寄附・寄贈ありがとうございました 
 

 ７月～９月には大田真琴様、阿部恭子様、中

沢直也様、隼田法子様、ほか14名の方に本の

寄贈を頂きました。 

 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。 

 

 また、隠岐の島町にゆかりのある方から図

書整備費として100万円の寄附をいただきまし

た。 

 図書館資料充実のために大切に活用させて

いただきます。ありがとうございました。 

１位 狗賓童子の島            飯島和一      小学館 
１位 肉・卵・チーズをたっぷり食べて１年で50kg痩せました 椎名マキ 講談社 
３位 真夜中の独りごと          瀬戸内寂聴     新潮社 
３位 スッキリ朝とゆったり夜       金子由紀子     PHP研究所 
３位 火花                又吉直樹      文芸春秋 
３位 ラブラスの魔女           東野圭吾      KADOKAWA 
３位 リバース              湊かなえ       講談社  
３位 １００万分の１回のねこ       江国香織      講談社 
３位 その痛みやモヤモヤは「気象病」が原因だった 渡辺章範  青春出版社 
３位 啼かない鳥は空に溺れる       唯川恵       幻冬舎 

「林」と「森」の違いって分かりますか？ 

木が多い方が森で～なんて小学校の漢字を覚える時に習ったような

気がしますが、違うようです。「林」は「生やす」、「森」は「盛り

上がる」が転じた言葉で、人が意図して生やしているものが「林」、

自然のままのものが「森」とのこと。へえ～っとトリビア。 

そんな似ている言葉の意味の違いを紹介しているのがこの本。「あ

ふれる」と「こぼれる」、「糸こんにゃく」と「白滝」、「原料」と

「材料」、「絞る」と「搾る」、「使用」と「利用」、「卵」と「玉

子」、「羽」と「羽根」、「火」と「炎」、「交ぜる」と「混ぜる」

…何気なく使っているけど、違いを聞かれると分からない、むしろ違

いなんてあるの？という言葉の数々をすてきな写真と解説で紹介して

います。あなたはいくつ答えられますか？ 

  

今月は藤原が 
紹介します！ 

てみてください。 るか、購入してお届けします。 

色の日は休館日 

『似ていることば』 おかべたかし∥文 やまでたかし∥写真 東京書籍 

自然の恵みに感謝を込め、きのこ、木
の実、たねの関連本を集めました。ま
た、そんな自然がいつまでも持続でき
ることを願い、環境問題や里山を扱っ
た本もそろえました。 

秋といえば食欲の秋ですね！ 

おいしいたべものの出てくる 

絵本を紹介しています。 

日野申子先生とその教室の皆さんのデコパー

ジュ作品が展示されています。 
 

期間：１０月２０日（火）まで 

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

教科書に載っている本 
 

 児童書特設コーナーで小学校の国語の教科書

に載っている本を特集しています。 

 今学校に通っている児童のみなさんはもちろ

んですが、そうでない人も今どんなことを学校

で習っているのか興味がありませんか？ 昔

習った懐かしい本とも再会できるかもしれませ

ん。   

 

 期間：12月末まで 

絵本読み聞かせ講座 

 

 学校や保育所等で読み聞かせをされている

方を対象に選書や読み方のポイントをお話し

します。 

 

 日時：10月15日（木）14:00～15：00 

 場所：図書館 研修室 

 講師：江角宏子氏 

   （島根県立図書館読書普及指導員） 

郷土資料入荷しました 

 

 『隠岐航路史』『島根県警察史』『隠岐本

新古今和歌集』等郷土資料が入荷しました。 

 希少資料のため貸出はできませんが、図書

館内でご覧いただけます。 

隠岐のふしぎ発見講座 ３ 

黒曜石と隠岐の歴史 
 

 ９月27日（日）に「隠岐のふしぎ発

見講座３」が開催され、今回は『黒曜

石と隠岐の歴史』をテーマにお話しい

ただきました。 

 幅広い年齢層の方が受講され、黒曜

石や隠岐の歴史への関心の深さを感じ

ました。 


