
請求記号

070-ｼ
231-ｼ
288-ｺ
288-ｼ
290-ｻ
302-ｶ
318-ﾔ
332-ﾐ
367-ｴ
367-ｷ
388-ｻ
391-ﾊ
429-ｱ
492-ﾀ
494-ｽ
498-ｻ
588-ﾊ
590-ﾒ
593-ﾌ
594-ﾀ
596-ﾉ
597-ｴ
645-ｻ
663-ﾔ
689-ﾅ
743-ｺ
778-ｷ
780-ﾅ
782-ﾂ
837-ｶ
901-ﾀ
914-ｻ
914-ﾋ
916-ｺ
BF-ﾌ
F-ｱ
F-ｶ
F-ｶ
F-ｻ
F-ｼ
F-ｼ
F-ﾊ
F-ﾋ
F-ﾓ
F-ﾖ

S217-ﾐ
S221-ﾄ
S290-ｶ
S291-ｼ
S388-ｲ
S596-ｶ
S689-ｿ

小説土佐堀川　広岡浅子の生涯 古川智映子 潮出版社

独島・鬱陵島の研究　歴史・考古・地理学的考察 洪性徳　ほか 明石書店
関西大学隠岐調査会、島根大学隠岐調査会∥編隠岐航空写真

岳真也真田信幸　天下を飾る者 作品社

葉室麟

朝日新聞出版

小路幸也

沢田瞳子

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

新潮社

お伊勢まいり

文芸春秋

ありきたりの痛み 東山彰良 文芸春秋

本谷有希子

たんぽぽ団地

異類婚姻譚

英語が話せる！聞こえる！音をまねするトレーニング

文芸春秋

朝日新聞出版

坂の途中の家
若冲

ロング・ロング・ホリディ

角田光代

重松清

エコに楽しむお掃除ＢＯＯＫ

長友佑都体幹トレーニング２０

子ども写真アイデアブック　「撮る・整理・飾る」がすぐにマネできる！

講談社
文芸春秋

ＰＨＰ研究所

獅子吼 文芸春秋浅田次郎

はだれ雪
平岩弓枝

同朋舎稲田浩二、小沢俊夫∥責任編集日本昔話通観　第１８巻　島根

パルコエンタテインメント事業部

学校食事研究会
木楽舎ソトコト　通巻１９９号　遠くへ行きたい　ゲストハウス・ガイド 指出一正∥編集

学校の給食　第４９巻２号　２０１６.２月号

島根大学隠岐調査会

隠岐の地誌『増補隠州記』（１６８８）の分析

島根自虐伝　スーパーデラックス自虐本 島根勝手に応援会

・・・　新 刊 本 紹 介　・・・

日東書院本社

ヨーロッパから民主主義が消える　難民・テロ・甦る国境

モノは最低限、幸せは最大限

ベストセラーズ長友佑都

孫と私の小さな歴史

ＳＢクリエイティブ

たべものいっぱい！あそべる！フェルトのおままごと

高橋一清

１８歳のビッグバン　見えない障害を抱えて生きるということ 小林春彦 あけび書房

真実の１０メートル手前 米沢穂信 東京創元社
溝口　常俊

明日香出版社

幻冬舎

佐藤愛子
河出書房新社

川本佐奈恵

「爆買い」後、彼らはどこに向かうのか？

北野武

常識破りの川内優輝マラソンメソッド

海洋大異変　日本の魚食文化に迫る危機 山本智之

津田誠一

ベネッセコーポレーション

中島恵

芥川賞・直木賞をとる！　あなたも作家になれる

新しい道徳　「いいことをすると気持ちがいい」のはなぜか

プレジデント社

小日向えり

ＰＨＰ研究所

主婦と生活社

ＴＡＢＩＰＰＯ∥編
ダニエル・シュルマン

商都大阪をつくった男五代友厚 宮本又郎

いざ、真田の聖地へ　全国の史跡を完全網羅！

川口マーン惠美

アメリカの真の支配者コーク一族 講談社
３６５日世界一周絶景の旅 いろは出版

ＮＨＫ出版
地方創生の正体　なぜ地域政策は失敗するのか 山下祐介　金井利之 筑摩書房

書　い　た　人 出版社本　の　名　前

新潮社ギリシア人の物語　１　民主政のはじまり 塩野七生
ジャーナリストはなぜ「戦場」へ行くのか 危険地報道を考えるジャーナリストの会∥編 集英社

竹井仁 ナツメ社

メディアソフト書籍部∥編

主婦の友社

老いた親を愛せますか？　それでも介護はやってくる 岸見一郎

図解手足のしびれをスッキリ解消させる！最新治療と予防法

ＬＧＢＴＱを知っていますか？　“みんなと違う”は“ヘン”じゃない

ニュートリノってナンダ？　理科オンチにもわかる素粒子と宇宙のはなし

姿勢の教科書　正しく理想的な姿勢を取り戻す

最新病院業界の動向とカラクリがよ～くわかる本

ハーベスト出版

中村恵二　ほか

少年写真新聞社

秀和システム
バイヤー厳選の人気調味料＆スーパーフード手帖６０６ 主婦の友社∥編

ファスナーつけがいらないパンツとスカート

幻冬舎

拉致被害者たちを見殺しにした安倍晋三と冷血な面々

鉄人社

星野慎二　ほか

酒井董美ふるさとの民話　第１０～１２集　鳥取県
蓮池透

主婦と生活社

メディアソフト
ブティック社

お弁当のセカイ　お弁当づくりの地頭がよくなる 野上優佳子 ワニブックス

講談社
荒舩良孝

平林洌∥監修

誠文堂新光社

日本ヴォーグ社

犬の急病対応マニュアル 佐藤貴紀　ほか

蔵書点検による休館のお知らせ 

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１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 

２０１６．２ vol.１２９ 

 

 図書館は蔵書点検のため下記の通り休館いたします。 

 

休館期間：２月１５日（月）～２２日（月） 
 

 期間中の本の返却は、玄関横の返却ポストをご利用ください。 

 なお、CD・DVDなどは壊れやすいため、開館後にカウンターまでお返しください。 

 ご迷惑をお掛けしますが、ご協力をお願い致します。 

＜一般書＞ 

１位『火花』     又吉直樹 

２位『虚ろな十字架』 東野圭吾 

３位『狗賓童子の島』 飯嶋和一 

 

＜児童書＞ 

１位『ほんとのおおきさ恐竜博』真鍋真∥監修 

２位『番ねずみのヤカちゃん』 

        リチャード・ウィルバー 

３位『火よう日のごちそうはヒキガエル』 

        ラッセル・エリックソン 

 

＜絵本＞ 

１位『くだもの』      平山和子 

２位『ぼくのくれよん』   長新太 

３位『たまごのあかちゃん』 かんざわとしこ 

 

 玄関前特集コーナーで2015年の年間貸出の多かったの本を展示しています。 

 今回は各部門１位から３位までをご紹介。 

＜ＤＶＤ＞ 

１位『崖の上のポニョ』 

１位『図書館戦争』 

３位『映画クレヨンしんちゃん 

    嵐を呼ぶアッパレ！戦国大合戦』 

＜ＣＤ＞ 

１位『バラー丼』  いきものがかり 

２位『それいけアンパンマン '10 

    ベストヒット』ドリーミング ほか 

２位『海のYeah!!』 サザンオールスターズ 

 

 

 ４位以降は図書館で確かめてみてください。 

 一般書は特に隠岐の島町ならではのランキ

ングになっていて必見です！ 

 



★展示コーナー ★特集コーナー

★えほんコーナー

２月 ３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～
○おはなしクローバーおはなしの会

第４土曜　14:30～
○ブックトークの会　３月５日（土）14:00～

7,356
登録者数

16
7,369 11

≪ オランダ・ベルギーの絵本 ≫

・・・ 展 示 コ ー ナ ー ＆ 特 集 コ ー ナ ー ・・・

・・・１月 の 利 用 状 況 報 告 ・・・

・・・ 図書館職員オススメの一冊 ・・・

1,32026　年　度

・・・１月 に よ く 読 ま れ た 本  ベスト１０・・・

3,774

≪　脳トレ ≫≪ 佐々木家の文化財展 ≫

比　　　較 286 86 ▲ 13 5

27　年　度
入館者数
4,060

貸出人数
1,406

貸出冊数

開館日カレンダー

 
 

 手作り品や、絵画、写真など、あな

たの作品を図書館の展示コーナーで展

示してみませんか？ 

 個人・グループ問いません。展示期

間は１回につき１～２ヶ月可能です。 

 興味のある方はお気軽に職員までお

問合せください。 

県立図書館の本をネットでお取り寄せ！ 

 

１位 人生下り坂最高！        火野正平        ポプラ社 
２位 おきの民話 ２集                    西郷町保育研究会 
２位 一生サビない体をつくる「骨盤」自力整体 矢上裕     永岡書店 
２位 火花              又吉直樹        文芸春秋 
２位 レインツリーの国        有川浩         KADOKAWA 
２位 図書室で暮らしたい       辻村深月        講談社 
２位 タスキメシ           額賀澪         小学館 
２位 当確師             真山仁         中央公論社 
２位 新しい道徳           北野武         幻冬舎 
２位 お伊勢参り           平岩弓枝        文芸春秋 

『子どもをひとり暮らしさせる！親の本』 主婦の友社編 主婦の友社 
 

2月に入り大学受験もピークを迎えている頃ですね。受験生を持つ保護者の

方は子どもの合格発表もさることながらその後の生活についても不安を抱えて

いらっしゃるのではないでしょうか。 

『子どもをひとり暮らしさせる！親の本』は金銭のやりくり、部屋探し、引

越しの段取りのことはもちろん、体験談などもあり、子どものひとり暮らしを

サポートする上での心構えがイラストを交えわかりやすくまとめてあります。 

新しい生活に向けて不安解消の一助にきっとなってくれる一冊です。 

今月は永海が 
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 

「最近もの忘れが多くなってきた」なんてこ
とありませんか？ 
歳をとってからも脳は成長するそうです。 
クイズや計算、手先を動かしたり生活習慣を
変えてみたり。 
楽しく脳のトレーニングをしてみましょう！ 

 みんながよく知っている「ミッフィー」

（うさこちゃん）は、絵本ができてから６０

年がすぎました。  

 ミッフィーがうまれた国【オランダ】、そ

してオランダ語を使う国【ベルギー】の絵本

を特集します。 

隠岐の島町釜の佐々木家住宅に所蔵して

いる民具や乃木希典関連の資料などを展

示しています。 
 

期間：3月31日（木）まで 
※好評につき期間延長しました！ 

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

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

 
 

 町民の方から頂いた書道、仏教関係、美

術全集などを玄関ホールに展示します。 

 必要な本は自由に持ち帰れますので、ど

うぞご来館ください。 

  

期間：2月23日（火）～3月31日（木） 

 

 
 

 今年も町民の皆様から図書館に寄贈い

ただいた本の一部を「陸前高田市図書館

ゆめプロジェクト」へ送りました。 

 これにより1,038冊分の買取金額10,920

円が陸前高田市へ寄付されました。 

 ご協力ありがとうございました。 

 

 

 

 
 

「陸前高田市ゆめプロジェクト」とは… 

 全国から寄贈された本を株式会社バリュー

ブックスが査定し、その買取金額相当が陸前

高田市に寄付され、図書館再建として役立て

られるというプロジェクトです。 

 平成27年12月１日からご自宅から直接イン

ターネットで申し込んで、島根県立図書館の本

を隠岐の島町図書館で受け取ることのできる

サービスが開始されました。 

 利用にあたっては、島根県立図書館の利用

カードと隠岐の島町図書館の利用カードをお持

ちであることなど条件がありますが、大変便利

なサービスです。 

 詳しくは島根県立図書館のホームページをご

覧ください。 

隠岐の島町 

図書館 
県立 

図書館 

利用者 

貸出申込み 

資料配送 

貸出 

返却 
予約確保

メール 


