
請求記号

002-ｻ
146-ﾌ
289-ｵ
291-ﾀ
297-ｼ
312-ﾂ
345-ﾜ
385-ﾐ
450-ｷ
488-ﾏ
547-ｱ
589-ﾉ
594-ｻ
594-ﾊ
596-ﾔ
614-ﾉ
617-ｿ
646-ｽ
657-ﾋ
659-ｼ
687-ｵ
720-ｱ
723-ﾎ
762-ﾍ
763-ﾅ
786-ｵ
786-ﾁ
788-ｵ
834-ｲ
911-ｲ
914-ｶ
914-ｻ
914-ｾ
973-ｴ
BF-ｶ
BF-ｺ
F-ｲ
F-ｲ
F-ｶ
F-ｶ
F-ｼ
F-ｼ
F-ｼ
F-ｼ
F-ﾅ
F-ﾇ
F-ﾊ
F-ﾏ
F-ﾔ
F-ﾔ
F-ﾕ
SF-ﾏ

徳間書店
中央公論新社

祥伝社
河出書房新社
光文社

三の隣は五号室

晩秋の陰画（ネガフィルム）
ねこのおうち
島燃ゆ　隠岐騒動

井上荒野

篠田節子

長嶋有

山本一力
柳美里
松本侑子

赤へ

ポーラースター　ゲバラ覚醒
竜と流木
主夫のトモロー

神奈備

祥伝社

ＮＨＫ出版

幻冬舎

縁は異なもの 松井今朝子 文芸春秋
山田宗樹代体

桂望実総選挙ホテル ＫＡＤＯＫＡＷＡ

真保裕一
朱川湊人

海堂尊

講談社

講談社

疾（はし）れ、新蔵

文芸春秋

遊園地に行こう！
志水辰夫

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

集英社

横浜１９６３ 文芸春秋伊東潤
海よりもまだ深く 是枝裕和　佐野晶

文芸春秋

辰巳出版

佐藤愛子
幻冬舎

ＴＶ　Ｂｒｏｓ．編集部∥編

イラストだから覚えられる会話で必ず使う英単語１１００ 石井辰哉

老いも病も受け入れよう 瀬戸内寂聴 新潮社
ポプラ社

それもまたちいさな光 角田光代 文芸春秋

・・・　新 刊 本 紹 介　・・・

創森社

蔡英文　新時代の台湾へ

インコ　住まい、食べ物、接し方、病気のことがすぐわかる！

ベースボール・マガジン社

佐藤愛子の役に立たない人生相談

クロスメディア・ランゲージ

これから始める人のための狩猟の教科書

角田光代

プラハの墓地 ウンベルト・エーコ 東京創元社

さよならクリームソーダ 額賀澪 文芸春秋
馳星周

刑部芳則

白水社

吉川弘文館

エドワード・シュトルジック

谷川彰英

三越伊勢丹の最新儀式１１０番　こんなときどうする？冠婚葬祭 三越伊勢丹ホールディングス

三条実美　孤独の宰相とその一族

蔡英文

４７都道府県・地名由来百科 丸善出版
北極大異変 集英社インターナショナル

誠文堂新光社

パナマ文書　「タックスヘイブン狩り」の衝撃が世界と日本を襲う 渡邉哲也 徳間書店

書　い　た　人 出版社本　の　名　前

清流出版ココロを軽くする考え方のレシピ　つい悩んでしまうあなたへ 藤井雅子
１冊の「ふせんノート」で人生は、はかどる 坂下仁 フォレスト出版

３６５日のプチプラコーデ

九州・沖縄のジオパーク

ハンドメイドのリング　かんたん！かわいい！
パッチワークのパターンレッスン２１０

農の仕事は刃が命　包丁・ナイフ・鎌・ハサミ・ノコギリ・刈り払い機／研ぎ方・目立て

技術評論社

農山漁村文化協会∥編

古今書院

農山漁村文化協会

目代邦康　ほか∥編

網野衛二今すぐ使えるかんたんネットワークのしくみ超入門
のりこ

カラスの補習授業 松原始 雷鳥社

ＫＡＤＯＫＡＷＡ
坂本あや

山口由美

新星出版社

超かんたん梅酒・梅干し・梅料理

会いたかった画家

秀和システム東雲輝之

ブティック社

すずき莉萌
創森社
誠文堂新光社

平谷けいこ　赤間博斗

真野隆司∥編

山と渓谷社

棋聖戦　in 隠岐

あの時から空がかわった

中嶋恵美子

わたしの容れもの

超はじめてのロードバイク　２０１６　ゼロから始める

音楽之友社

イナカ川柳　農作業しなくてよいはウソだった

星野富弘 いのちのことば社フォレストブックス

ダイヤモンド・ビッグ社

おいしい雑草　摘み菜で楽しむ和食

育てて楽しむサンショウ　栽培・利用加工

日本一小さな航空会社の大きな奇跡の物語 奥島透

幻冬舎

大相撲決まり手大図鑑

親子でキャンプ！　ｆｏｒ　ＯＵＴＤＯＯＲ　ＢＥＧＩＮＮＩＮＧ　ＦＡＭＩＬＹ

知っておきたい幼児の特性　ピアノ・レッスン「なぜ、わからないの？」と悩む前に

たどりつく力 フジコ・ヘミング

〓出版社

山川出版社安野光雅

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６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 

２０１６．７ vol.１３４ 

第３回 竹島学習会 

 
 

 第３回目は平和的解決と国際司法裁判所についてお話しします。 

 後半は質疑応答や意見交換を行う予定です。 

 みなさまぜひお気軽にご参加ください。 

 

講師： 藤井賢二氏（竹島問題研究顧問） 

    吉田貴弘氏（西郷中学校 教頭） 

日時： ７月２４日（日）１３：３０～１５：３０ 
場所： 図書館 研修室 

主催： 恵み豊かな島 竹島を語り伝える会 

 今月13日に隠岐の島町で羽生善治棋

聖と永瀬拓矢六段による棋聖戦が行わ

れます。 

 図書館では玄関正面特集コーナーで

将棋に関する本を特集しています。羽

生さんの著書や将棋の入門書などがあ

りますので、これを機会に将棋の世界

をのぞいてみてください！ 



★展示コーナー ★特集コーナー

★えほんコーナー

７月 ８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～
　(8月のアゴラは6日・第1土曜に開催）
○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～

29

・・・６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 ▲ 389 ▲ 12 ▲ 475 ▲ 10

≪　むし ≫

・・・ 展 示 コ ー ナ ー ＆ 特 集 コ ー ナ ー ・・・

≪ 中沼了三　生誕２００年展 ≫

・・・６月 の 利 用 状 況 報 告 ・・・

≪　手紙 ≫

28　年　度
27　年　度

入館者数
4,872
5,261

貸出人数
1,418
1,430

貸出冊数
7,058
7,533

登録者数
19

・・・開館日カレンダー・・・

平成28年度 幼児・児童読書普及事業 

 
 

 ６月9日（木）～11日（土）に島根県立図書館読書普及指導員の 

江角宏子先生が来島され、都万小学校、原田認定こども園、 

ごか保育園、図書館研修室で親子読書の講座が開催されました。 

 幼児期からの読み聞かせが子どもにとってどのような影響を 

もたらすのかというお話しの他に、絵本の読み方・抑揚のつけ方、 

オススメの絵本の紹介などをしていただきました。 

 参加された方から「小さい頃の読み聞かせが本当に大切だと 

わかりました。貴重な時期ですね」という声を頂きました。 

１位 向田理髪店           奥田英朗        光文社 
１位 奥様はクレイジーフルーツ    柚木麻子        文芸春秋 
１位 ポイズンドーター・ホーリーマザー 湊かなえ       光文社  
４位 隠岐島の伝説          野津龍         鳥取大学教育学部 
４位 片付けたくなる部屋づくり    本多さおり       ワニブックス 
４位 ねかせておけばもっとおいしくなる！作りおき＋使いきりサラダ 武蔵裕子 永岡書店 
４位 生還者             下村敦史        講談社 
４位 日本の給料＆職業図鑑      給料BANK        宝島社 
４位 水木しげるの異界探訪記     水木しげる       KADOKAWA 
４位 虹のふもと           堂場瞬一        講談社 

『二十一世紀に生きる君たちへ』 司馬遼太郎 世界文化社 

 

今年没後20年になる司馬遼太郎。『坂の上の雲』『街道をゆく』など、歴史・紀

行が好きなら一度は司馬作品に触れたことがあると思います。私も高校生のときに

友人に進められて一作品読んで、昨年久しぶりに別の作品を読みました。史実云々

はさておき、歴史上の人物がいきいきと描かれていて、その生き様にすっかり魅了

されてしまいます。 

さて、今回紹介する『二十一世紀に生きる君たちへ』は小学生６年生の国語の教

科書のために書かれたもので、30代以下の方は読んだ記憶のある人もいると思いま

す。この本は表題作とともに『洪庵のたいまつ』（これも小学校５年生の国語の教

科書のために書いた文章）も掲載されています。 

雄大な自然のカラー写真と歴史小説家の司馬遼太郎ならではのメッセージが心に

深く響く一冊です。 

今月は永海が 
紹介します！ 

るか、購入してお届けします。 

色の日は休館日 

７月２３日は「ふみの日」です。 
メールやラインも便利ですが、手紙を
送る楽しさ、受け取るうれしさはまた
格別。 
馴染みがないという方は、まずは暑中
見舞いでもいかがですか？ 

 昼に夜に虫の声が賑やかになって

きました。 

 虫が好きな人も苦手な人も絵本で

虫の世界を楽しみましょう！ 

 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

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 31

暮らしに役立つ図書館講座 

中沼了三と錦之御旗 
 

 6月25日（土）、元・隠岐学セミナー実行

委員の牧尾実氏を講師に、「中沼了三と錦

之御旗」を開催しました。鳥羽伏見の戦い

の様子を描いた本『錦之御旗』をプロジェ

クターで映しながら内容を紹介し、了三の

生涯や功績をたどる講座でした。 

 展示コーナーで開催中の「中沼了三生誕

200年展」も併せて見るとより深く理解して

頂ける内容で、参加者から「また企画して

ください」との好評の声を頂きました。 

隠岐のふしぎ発見講座 ２ 

謎がいっぱい！隠岐の生態系 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6月26日（日）、隠岐ジオパークツアーデ

スク代表の八幡浩二さんによる「第2回隠岐

のふしぎ発見講座」を行いました。 

 初めに、八幡さんが図書館周辺で採集され

た植物の特徴について解説され、その後本題

に入りました。 

 隠岐は独自の植生を保っており、それが昆

虫や動物の生態系に影響を与えているという

ことを話され、隠岐がいかに貴重な島である

かを改めて気付かされた講座でした。 

 秋には、この講座の第3回を予定していま

す！ 


