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島根大学法学部山陰研究センター

国際書院

山陰民俗学会
ＫＡＤＯＫＡＷＡ
島根県
島根県詩人連合

北東アジアの地域交流　古代から現代、そして未来へ

山陰民俗研究　２１
水木しげるの異界探訪記
島根文芸　４８　第１３回島根県民文化祭
島根年刊詩集　第四十四集

中脇初枝

湊かなえ

飯田泰三∥編

山陰民俗学会
水木しげる
島根県∥編
島根県詩人連合

世界の果てのこどもたち

硝子の太陽Ｒｏｕｇｅ
ポイズンドーター・ホーリーマザー
涼やかに静かに殺せ

島根半島四十二浦巡りの旅

講談社

双葉社

集英社

島根県警察史 島根県警察史編さん委員会∥編集 島根県警察本部
島根県総務部総務課∥編集竹島問題に関する調査研究報告書　平成２６年度

葉室麟秋霜 祥伝社

柚木麻子
森村誠一

誉田哲也

文芸春秋

光文社

ホンモノの地方創生へ　山陰研究第８号別冊

光文社

奥様はクレイジーフルーツ
関耕平ほか∥編

島根県総務部総務課

島根半島四十二浦巡り再発見研究会

文芸社

山と渓谷社

米朝開戦　１～４

加藤一二三の３手詰め　詰将棋２０２題

虹のふもと 講談社堂場瞬一
ジャッカ・ドフニ　海の記憶の物語 津島佑子

双葉社

新潮社

小寺雅夫
講談社

五十嵐貴久

超図説はじめての海釣り

吉本ばなな

書店主フィクリーのものがたり

トレイルラン　２０１６ＳＰＲＩＮＧ

ガブリエル・ゼヴィン

創元社

・・・　新 刊 本 紹 介　・・・

コモンズ

未婚当然時代　シングルたちの“絆”のゆくえ

バターが買えない不都合な真実

新潮社マーク・グリーニー

古田騒動

早川書房

基礎からわかる空港大百科

冲方丁　ほか

求愛 瀬戸内寂聴 集英社

松本健一講演集　１　維れ新たなり 松本健一 人間と歴史社
関和彦∥監修

ＮＨＫスペシャル「私たちのこれから」取材班∥編

ポプラ社

ポプラ社

井上章一
レガシィ

モンスターマザー　長野・丸子実業「いじめ自殺事件」教師たちの闘い 福田ますみ

超少子化　異次元の処方箋

にらさわあきこ

ひと目でわかる！図解「実家」の相続　マイナンバー・改正税法に対応 青春出版社
京都ぎらい 朝日新聞出版

新潮社
下流老人　一億総老後崩壊の衝撃 藤田孝典 朝日新聞出版

書　い　た　人 出版社本　の　名　前

産業編集センター日本神話のふるさと写真紀行 清永安雄∥撮影
シンドラーに救われた少年 レオン・レイソン 河出書房新社

海老沢元宏∥監修 ナツメ社

山下一仁
主婦と生活社

大元帥と皇族軍人　明治編 小田部雄次

ファストファッションはなぜ安い？

家庭という学校

ウルトラ図解甲状腺の病気
食物アレルギーのつきあい方と安心レシピ

文房具図鑑　その文具のいい所から悪い所まで最強解説

中央経済社

山本健太郎∥絵・文

筑摩書房

いろは出版
ＤＩＹで作るナチュラルな子ども家具

編み方いろいろエコクラフトのかご

最新介護ビジネスの動向とカラクリがよ～くわかる本 川原経営総合センター

吉川弘文館

日本人はどこから来たのか？

ワニブックス

外山滋比古

よせだあつこパブロフくんと学ぶ電卓使いこなしＢＯＯＫ
海部陽介

朝日新聞出版荒関まゆみ

幻冬舎
秀和システム

雲谷派　雪舟を継ぐ者たち　特別展 島根県立石見美術館

文芸春秋
伊藤公一∥監修

伊藤和子

法研

イカロス出版

玉木宏　白岡新次郎と生きた軌跡　連続テレビ小説『あさが来た』

加藤一二三

決戦！川中島

イヤシノウタ

学研プラス

スイム！スイム！スイム！

この日のために　上・下　池田勇人・東京五輪への軌跡 幸田真音 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

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５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 

２０１６．６ vol.１３３ 

隠岐のふしぎ発見講座 

 
 

 他の地域と比べると「ちょっと違う」隠

岐諸島。この「ちょっと違う」について分

かりやすく説明します。 

 

講師：野邊一寛氏 

  （隠岐ユネスコ世界ジオパーク推進協議会事務

局） 

日時：６月26日（日）13:30～15：00 

場所：図書館 研修室 

暮らしに役立つ図書館講座 

 
 

 鳥羽伏見の戦いについて解説する本『錦之御旗』（1907年発

行）を紹介しながら、新政府軍の参謀として活躍した了三の生

涯・功績などをたどります。 

 

講師：牧尾実氏[(公財）隠岐の島町教育文化振興財団理事] 

日時：６月25日（土） 10：30～11：30 

場所：図書館 研修室 

季節の行事 

たなばた会 
 

 絵本の読み聞かせや歌を歌ったり、たな

ばたの願い事をかいたりするよ！ 

 

日時：７月２日（土） 

       15:30～ 

場所：図書館 研修室 

７月２日（土）10:30～ 第２回 竹島学習会「読んで 話して 広がる 竹島」 
主催：恵み豊かな島 竹島を語り伝える会 

７月３日（日）10:30～ 放送大学公開講座「モネを追うセーヌ河岸の旅」 
主催：放送大学島根学習センター 共催：隠岐の島町教育委員会 

各催しの詳細は館内配布のチラシをご覧ください！ 

      



★展示コーナー ★特集コーナー

★えほんコーナー

６月 ７月 定例行事
○はじめてのえほん　毎週日曜日　10：30～
○ボランティアグループ　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～
○ボランティアグループ　おはなしクローバー

第４土曜　14:30～

・・・５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 ・・・

比　　　較 124 33 ▲ 249 ▲ 8

≪　あめ ≫

・・・ 展 示 コ ー ナ ー ＆ 特 集 コ ー ナ ー ・・・

≪ 中沼了三　生誕２００年展 ≫

・・・５月 の 利 用 状 況 報 告 ・・・

≪　18歳選挙権スタート！　選挙の本 ≫

入館者数

・・・開館日カレンダー・・・

・・・　４・５月の様子　‥・

28　年　度
27　年　度

貸出人数 貸出冊数 登録者数
4,787
4,663

1,358
1,325

6,412
6,661

24
32

１位 吹けよ風呼べよ嵐        伊東潤         祥伝社 
１位 モップの精は旅に出る      近藤史恵        実業之日本社 
３位 決定版 山陰の海釣り                  山陰中央新報社  
３位 おばあちゃんの知恵レシピ    主婦の友社／編     主婦の友社 
３位 溺れる月            新野剛志        小学館 
３位 西洋菓子店プティ・フール    千早茜         文芸春秋 
３位 SARA 女性外交官・ロシア特命担当 麻生幾        幻冬舎 
３位 アシタノユキカタ        小路幸也        祥伝社 
３位 あの日             小保方晴子       講談社 
３位 ガンルージュ          月村了衛        文芸春秋 

『金哲彦のランニング・メソッド』 金哲彦／著  高橋書店 
 

今月は毎年恒例のウルトラマラソンが開催されますね。個人的にマラソンには

「苦しくてつらい」という経験しかないのですが、こちらの本によると、それは走

り方や体の使い方を間違えているからなんだとか。そのポイントとなるのが、丹

田・肩甲骨・骨盤の３つの部位。これらを意識しながら走れば疲れにくく、体を痛

めたりケガもしにくくなるそうです。そのほかに、準備運動やランニング中に起こ

る痛みの原因や改善方法なども詳しく丁寧に紹介されています。基本となる大切な

ことばかりが載っているので、今度のウルトラマラソンに参加される方はもちろん、

最近ウォーキングやランニングを始めた初心者の方にも、ぜひ読んで欲しい１冊で

す。 

今月は吉崎が 
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 

 今月、１８歳選挙権が遂に解禁とな
ります。 
 時代とともに変わってきている選挙
制度について再確認する本や、選挙の
関わる物語など特集しています。 

 ６月といえば梅雨。傘やカエル、

雨につながる絵本で雨を楽しみま

しょう！ 

 今年は、幕末から明治にかけて活躍し

た隠岐出身の儒学者・中沼了三の生誕200

年の節目の年です。 

 これを記念し、当館の所蔵品を中心に

了三ゆかりの品々を展示しています。 
 

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

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

子ども読書の日スペシャル おはなし会 
 

 子ども読書の日（子ども読書週間）とこどもの日にちな

んで、4月23日（土）におはなし会を開催しました。 

 今年はボランティアグループ「おはなしクローバー」の

方にご協力いただいて「だいこんとにんじんとごぼう」

「口の大きなカエルの子」の２つのお話をして頂きました。

本を使わず言葉だけで語られるお話の世界にみんなドキド

キしながら聞き入っていました。 

第1回 竹島学習会 

「読んで話して広がる竹島」 
 

 恵み豊かな島 竹島を語り伝える会が主催

する竹島学習会の第１回目が5月22日（日）

に開催されました。 

 竹島を語る上で欠かせない「りゃんこ島領

土編入並ニ貸下願」を講師の常角敏先生に解

説していただきながら読み、講義の後半では

質疑応答が活発に行われました。 

よるとしょ 
 

 今年度最初のよるとしょを5月29日（日）

に開催しました。 

 研修室では隠岐のふしぎ発見講座「今さら

聞けない？ジオパーク！」、雑誌コーナーで

は恒例のとしょカフェをしました。 

 講座では概要を広く話され、参加者の方か

ら「いい復習になりました。」と声をいただ

きました。 


