
請求記号

007-ｱ
021-ﾆ
204-ｽ
210-ﾀ
290-ﾀ
293-ｽ
318-ｲ
324-ｲ
327-ｶ
338-ｸ
338-ﾐ
375-ﾋ
379-ｼ
429-ﾌ
487-ｷ
493-ｻ
519-ﾊ
527-ﾊ
549-ｽ
566-ｵ
590-ﾏ
593-ﾂ
594-ｻ
596-ｼ
625-ﾐ
678-ﾃ
689-ｵ
694-ｱ
767-ｷ
788-ｲ
911-ｽ
914-ｱ
916-ｵ
916-ﾔ
931-ﾏ
BF-ｶ
BF-ﾅ
F-ｲ
F-ｺ
F-ｼ
F-ﾄ
F-ﾄ
F-ﾅ
F-ﾅ
F-ﾊ

L911-ﾀ
LF-ﾐ
S210-ｲ
S671-ｻ
S748-ｵ
S767-ﾄ
S911-ﾖ

トコトンやさしい液晶の本 鈴木八十二、新居崎信也

徳間書店

本物のアクティブ・ラーニングへの布石　

ＮＨＫ出版

加藤達也

水上紀行ガッツリ稼いで図太く生き残る！ＦＸ
平山勉∥編著

ブティック社

三和書籍
日刊工業新聞社

すごい家事　人生の「掃除の時間」をグッと縮める 松橋周太呂 ワニブックス

黎明書房
篠原菊紀

日外アソシエーツ株式会社∥編集

小学館

日刊工業新聞社大沢直

斉藤謡子のいま持ちたいキルトバッグ 斉藤謡子

ニュートンプレス

高齢者住環境研究所　他
日刊工業新聞社

クレジットカード賢者の選択　本当におトクな１枚はどれだ！ 岩田昭男∥監修

魚介類別名辞典

なぜ私は韓国に勝てたか　朴槿惠政権との５００日戦争

脳科学者が教えるやらかし男子がみるみる変わる育て方
物理学をゆるがすニュートリノ

最先端治療肺がん

すばる舎

国立がん研究センター中央病院呼吸器内科∥編著

産経新聞出版

法研
もっと知りたいＰＭ２．５の科学 畠山史郎、野口恒

作って→着回す大人の毎日服　シンプルで作りやすく、着回しやすい服３０点

書　い　た　人 出版社本　の　名　前

日本エディタースクール出版部広報・雑誌づくりのらくらく編集術 西村良平
「あるある」で学ぶ忙しい人のためのＥｘｃｅｌ仕事術 植山周志 インプレス

ダニエル・スミス

丸善出版

原書房

おもしろ地理学会∥編
武田知弘

無戸籍の日本人 井戸まさえ

図説世界史を変えた５０の戦略

川成洋∥編

戦前の日本　教科書には載っていない！ 彩図社
誰もがその先を聞きたくなる地理の話大全 青春出版社

集英社
あなたのまちの政治は案外、あなたの力でも変えられる 五十嵐立青 ディスカヴァー・トゥエンティワン

女子栄養大学栄養クリニックの減塩ぐせがつくレシピ１４３ 女子栄養大学栄養クリニック∥監修

菊池桃子

日本経済新聞出版社日本経済新聞社∥編
三輪正幸

図説どこから読んでも想いがつのる！恋の百人一首

ネット活用でここまで変わる！外国人観光客を呼び込む方法

家の光協会

・・・　新 刊 本 紹 介　・・・

日外アソシエーツ

スペイン文化読本

バリアフリー住宅読本　必携実例でわかる福祉住環境

英和出版社

倒れるときは前のめり

扶桑社

図解基礎からわかるはんだ付

吉海直人∥監修

ポンコツズイ　都立駒込病院血液内科病棟の４年間 矢作理絵 集英社

神剣　人斬り彦斎 葉室麟 角川春樹事務所
俵万智

回顧する２０年　商工会法施行２０周年記念誌
響文社尾上太一北前船　鰊海道３０００キロ
西郷町商工会

島後音楽教育研究会
笠間書院後鳥羽院とその時代 吉野朋美

島後小中学校校歌集

行こう！大相撲観戦　迫力、おいしさ、奥深さをイッキ読み　

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

主婦の友社

天才
臥竜

どうぶつたちの贈り物

石原慎太郎

小路幸也

Ａｎｄｒｏｉｄほぼ標準機能で使える速攻技　２０１６　

ＴＰＰがビジネス、暮らしをこう変える　環太平洋経済連携協定

ＰＨＰ研究所

スミカスミレ　小説 集英社高梨みつば∥原作　香月せりか

最後だとわかっていたなら　イラスト版 ノーマ・コーネット・マレック

ナツメ社

日本実業出版社

有川浩
青春出版社

服部祐児∥監修

家庭でできるおいしい柑橘づくり１２か月

小野秀一郎

午後には陽のあたる場所

中央公論新社

埼玉福祉会短歌をよむ

あの日 小保方晴子 講談社

長野まゆみ

アシタノユキカタ

フランダースの帽子 文芸春秋
ＫＡＤＯＫＡＷＡ

サンクチュアリ出版

越前竹人形 水上勉 埼玉福祉会
池内敏竹島　もうひとつの日韓関係史

仲町六絵からくさ図書館来客簿　第１～４集 アスキー・メディアワークス

堂場瞬一

幻冬舎

小川洋子　他

今野敏

中央公論新社

祥伝社

ハーメルンの誘拐魔

徳間書店

バビロンの秘文字　１　胎動篇
中山七里

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２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 

２０１６．３ vol.１３０ 

今回入った本のリスト 
 

『おばけのてんぷら』 せなけいこ  ポプラ社 

『きんぎょがにげた』 五味太郎  福音館書店 

『たまごのあかちゃん』 かんざわとしこ 福音館書店 

『ダンゴムシみつけたよ』 皆越ようせい  ポプラ社 

『はじめてのおつかい』 筒井頼子  福音館書店 

『へんしんトンネル』 あきやまただし 金の星社 

『まどから★おくりもの』 五味太郎  偕成社 

 通常の絵本の大きさより何倍も大

きい大型絵本が入りました。 

 人気の絵本やクリスマスの本があ

り、行事などちょっとした集会の時

の読み聞かせにぴったりです。 

 個人でも借りられますので、ご家

庭で迫力のある絵本を囲んでみるの

も楽しいかもしれませんよ！ 



★展示コーナー ★特集コーナー

★えほんコーナー

３月 ４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～

・・・開館日カレンダー・・・

蔵書点検結果報告

比　　　較 ▲ 248 59 382 6

貸出人数
1,212

貸出冊数
6,594

登録者数

6,212 11

≪ お花 ≫

・・・ 展 示 コ ー ナ ー ＆ 特 集 コ ー ナ ー ・・・

≪ 佐々木家の文化財展 ≫

・・・２月 の 利 用 状 況 報 告 ・・・
入館者数
3,561

1,15326　年　度 3,809

≪　宇宙を探る ≫

1727　年　度

・・・２月 に よ く 読 ま れ た 本  ベスト１０・・・

・・・ 図書館職員オススメの一冊 ・・・

１位 島根自虐伝           島根勝手に応援会    パルコエンタテイメント事業部 
２位 竃河岸             宇江佐真理       文芸春秋 
２位 受け継ぐ暮らし         坂井より子       技術評論社 
２位 「爆買い」後、彼らはどこにむかうのか？ 中島恵     プレジデント社 
２位 花冷えて 闇医者おゑん秘録帖  あさのあつこ      中央公論新社 
２位 バビロンの秘文字１       堂場瞬一        中央公論新社 
２位 ６月３１日の同窓会       真梨幸子        実業之日本社 
８位 夫と妻の元気な老い支度     近藤富枝        海竜社 
８位 メジャーリーグ紳士録      伊東一雄        ベースボール・マガジン社 
８位 日本特撮映画図鑑 東宝編    川北紘一        成美堂出版 

『ゼロからトースターを作ってみた結果』 トーマス・トウェイツ 新潮社 

イギリスの大学院生が挑戦した「１人で」「完全に１から」トースターを作ろう

という無謀なプロジェクト。原料を掘り出すところからがルールということで、ま

ず鉄を作るために鉄鉱山へ！と始まるが、その他にもマイカ（雲母）やプラスチッ

ク、銅、ニッケルなど、作らなければいけない原料はたくさん。迫ってくる発表の

日、減っていく貯金、最初に決めたルールもだんだんゆるくなりつつ、９ヵ月の時

間と、約１５万円をつぎこみ、周囲の大人も巻き込みながら完成したのは…見ての

お楽しみ。 

その無謀さに呆れるやら感心するやら…という感じですが、行動力とポジティブ

さとゆるさが楽しい本です。もし自分だったらと考えてみましたが、そもそもトー

スターを分解して組みなおすこともできないな…と思います。ふだん当たり前に

使っているものも誰かが作っているから使えるんだということを改めて実感した本

でした。 

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 

 昨年末には小惑星探査機「はやぶさ
２」の軌道修正や金星探査機「あかつ
き」が再挑戦で軌道に乗る等、日本の惑
星探査の技術力の高さが話題となりまし
た。また、「ニュートリノ振動の発見」
をした梶田隆章氏にノーベル物理学賞が
贈られたのは記憶に新しいところです。
今月はそんな宇宙を探る特集を組んでみ
ました。 

 暖かい日差しに草木が芽吹いても

うすぐ桜の咲く季節ですね。 

 春の花はもちろん、いろいろな花

に関する絵本を紹介しています。 

 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 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

一般図書  5冊 

児童書  9冊 

郷土資料   2冊 

マンガ  10冊 

視聴覚   5点 

雑誌   1冊 

ーーーーーーーーー 

合計  32点 

 2月15日（月）～22日（月）に行った蔵書点検では合計32点の資料が

みつかりませんでした。 

 今回は特にマンガの不明冊数が多かったです。 

 本を館外へ持ち出す時はカウンターで必ず貸出手続きを行ったうえ、

持ち帰るようにお願い致します。 

  

 蔵書点検期間中は、ボランティアの方に来ていただき、棚や本の清

掃も行いました。 

 天候の不安定な中、ご協力ありがとうございました。 

  
 

 正面玄関では、大河ドラマでお馴染みの「真田丸」を

特集しています。 

 武田・織田・豊臣・徳川と名立たる戦国武将に仕えた

真田一族。その一族を中心に、戦国時代の歴史や物語の

本を紹介しています。 

 

 
 

 春の引越しシーズンになりました。 

 図書館のカードをお持ちの方で登録

している住所が変わった場合はお知ら

せください。 

 図書館からのお知らせをお送りした

際、宛先不明で返ってくることがあり

ますので、ご協力をお願いします。 

 
 

 児童書、中高生向け、郷土資料コーナー

にミニ特集コーナーができています。 

 現在、児童書は４月１日のエイプリル

フールにちなんで「うそ」、中高生向けは

人気作の本「この本、よく読まれていま

す」、郷土資料コーナーはそろそろGWのご

予定を立てる頃…ということで「島根の観

光スポット」を特集しています。 

 是非ご覧ください。 


