
請求記号

007-ﾛ
210-ｽ
210-ﾀ
230-ｲ
288-ﾎ
291-ﾌ
316-ｲ
338-ﾕ
361-ﾄ
440-ｱ
486-ｼ
493-ｳ
493-ﾋ
493-ﾎ
495-ｱ
499-ｷ
527-ﾁ
583-ﾂ
593-ｲ
594-ﾆ
596-ｶ
596-ｺ
597-ｽ
650-ｽ
673-ﾅ
726-ﾆ
727-ﾆ
779-ｸ
780-ｽ
810-ｶ
816-ﾕ
933-ﾃ
F-ｱ-1
F-ｵ
F-ｻ
F-ｼ
F-ﾀ
F-ﾂ
F-ﾅ
F-ﾇ
F-ﾊ
F-ﾊ
F-ﾊ
F-ﾋ
F-ﾓ

S217-ｵ
S217-ﾅ
S289-ｵ
S388-ｱ
S470-ﾀ
SF-ｲ
SF-ﾃ

すっきり暮らすための収納のコツ　ｆｏｒ　Ｓｉｍｐｌｅ　Ｌｉｆｅ

にしのあきひろ
中野和子

夕焼けエッセー　２０１７　おかげさまで１５年

日本語のロゴ・メイキング　漢字・ひらがな・カタカナのロゴづくり

グラフィック社

昭和のことば

主婦の友社∥編 主婦の友社
家の光協会

発達障害の僕が輝ける場所をみつけられた理由

えんとつ町のプペル

「売れる」ハンドメイド作家になる！　ひと目でクリックしたくなる　「ハンドメイド・マーケットプレイス」ステップアップガイド

図解知識ゼロからの林業入門　育林　加工　流通　歴史　制度　森の活用 関岡東生∥監修

幻冬舎

フライパンひとつで魚料理　かんたんおいしい魚介のレシピ８０

ＷＡＶＥ出版西イズミ

オレンジページ

滝本広子∥編
主婦の友社
農山漁村文化協会

泉繭子 文化学園文化出版局

永岡書店

不妊治療情報センター∥編集

着やせする！ワンピース＆コーディネートＬｅｓｓｏｎ　

小さくても「暮らしやすい家」ベスト５８　工夫がいっぱい！

３６５日のサラダ　おいしい！野菜のレシピ帳 金丸絵里加
池田書店是友麻希

ウルトラ図解認知症　予防・治療から介護まで、知っておきたい最新知識

苦手意識がなくなる会話術　どんな人にも嫌われずに伝えられる！

胃がん
本当にすごい冷えとり百科　３３人の医師・専門家による冷えとりワザ７３

王様のくすり図鑑

文一総合出版

木村美紀

大和書房

じほう

戸田久実

新開孝∥文・写真虫のしわざ観察ガイド　野山で見つかる食痕・産卵痕・巣

朝田隆∥監修

面白くて眠れなくなる天文学 県秀彦 ＰＨＰエディターズ・グループ

法研
比企直樹

技術評論社

高橋史朗

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

宝島社

保阪正康
池上正太

資産運用の超入門書　いちばんカンタン！ 湯之前敦

「日本を解体する」戦争プロパガンダの現在　ＷＧＩＰの源流を探る

ＮＨＫ「ブラタモリ」制作班∥監修

図解中世の生活 新紀元社
天皇陛下「生前退位」への想い 毎日新聞出版

闇の平蔵 逢坂剛 文芸春秋

出雲国誕生 大橋泰夫 吉川弘文館
中沼郁　中沼了三先生顕彰会∥編

。*・☆。*・★　新 刊 本 紹 介　★・*。☆・*。

シオン

ブラタモリ　４　松江　出雲　軽井沢　博多・福岡

つくって楽しむわら工芸　生活用具・飾り物・縁起物

ＫＡＤＯＫＡＷＡ栗原類

煽動者

大修館書店

猫がよろこぶ手作りグッズ

産経新聞社∥編

高橋書店

テロリストは日本の「何」を見ているのか　無限テロリズムと日本人 伊勢崎賢治 幻冬舎

主婦の友社

ｉ‐ｗｉｓｈ…ママになりたい　卵と胚と着床　妊娠への大切な３つのステージ

書　い　た　人 出版社本　の　名　前

パレード日本の巨石　イワクラの世界 須田郡司
６０分でわかる！ＩｏＴビジネス最前線 ＩｏＴビジネス研究会

田淵久美子
脇坂副署長の長い一日 真保裕一

文芸春秋

グラフィック社

ジェフリー・ディーヴァー

産経新聞出版
鴨下信一

甲谷一　ほか∥編

スポーツメンタルトレーニング教本 日本スポーツ心理学会∥編

天子蒙塵　第１巻 浅田次郎 講談社
文芸春秋

みやこさわぎ 西条奈加 東京創元社
集英社

史料県令篭手田安定　１・２ 鉅鹿敏子∥編集 鉅鹿敏子
日本民話の会∥編　酒井董美∥責任編集新しい日本の語り　１３　出雲かんべの里の語り

中山七里セイレーンの懺悔 小学館

葉室麟
羽田圭介

額賀澪

双葉社

集英社

恋のゴンドラ

小学館

あおなり道場始末
東野圭吾

悠書館

ハーベスト出版

おね　上・下 ＮＨＫ出版

。*・☆。*・★　図書館イベント情報　★・*。☆・*。

実業之日本社
小学館

タンポポ調査・西日本実行委員会

山陰中央新報社
山陰文芸協会

夜行

タンポポ調査・西日本２０１５調査報告書
松江藩のお種人参から雲州人参へ　島根の歴史小説集
小説小泉セツ

辻村深月

原田マハ

森見登美彦

タンポポ調査・西日本実行委員会∥編集

板垣衛武
寺井敏夫

クローバーナイト

君はレフティ
リーチ先生
コンテクスト・オブ・ザ・デッド

中沼了三伝　幕末から明治維新を駆けた先覚者の生涯

光文社

講談社

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１１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 

２０１６．１２ vol.１３９ 

年末年始の休館のお知らせ 

 図書館は12月28日（水）から１月４日（水）まで休館いたします。 

 

 なお、休館中の本の返却は、図書館入口横の返却ポストにお入れください。（ＣＤや

ＤＶＤ・ビデオなどは壊れやすいため、ポストには入れず、開館後にカウンターまでお

願いします） 

 ご利用の皆様にはご迷惑をお掛けしますが、ご理解いただきますようよろしくお

願いいたします。 

隠岐諸島、日本、そして世界の奇岩・巨石の豊富

な映像を見て頂きながらその魅力をお伝えします。 

 

講師：須田郡司(すだぐんじ)氏 

（出雲在住、写真家） 

日時：12月11日（日）13時30分～15時 

場所：隠岐の島町図書館 研修室 

共催：隠岐ユネスコ世界ジオパーク推進協議会 

  
※当日は文化会館で余芸大会が開催されるため、駐車

場の混雑が予想されます。役場やアリーナなどの駐車

場もご利用ください。 

 

隠岐のふしぎ発見講座 

世界奇岩紀行 
～隠岐、日本、世界を訪ねて～ 

 
 

 今年もクリスマス会を開催します。 

 絵本の読み聞かせや工作などをしま

すのでお楽しみに！  

 日時：12月17日（土）15時～ 

 場所：図書館 研修室 

本の福袋 2017 
 

 図書館員おすすめの本が3冊入った

福袋を貸し出します。キーワードを頼

りにお選びください！ 

 2017年１月５日（木）から 

※なくなり次第終了 



★展示コーナー ★特集コーナー

★えほんコーナー

１２月 １月 定例行事
○はじめてのえほん　毎週日曜　10：30～
○ボランティアグループ　おはなしのへや  

毎週土曜　15：00～
○おもちゃのへや　毎週金曜　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～

比　　　較 528 ▲ 14 ▲ 1,031 2

≪ 笑う門には福来たる ≫

。*・☆。*・★ 展 示 コ ー ナ ー ＆ 特 集 コ ー ナ ー ★・*。☆・*。

≪ 小中学生の租税作品展 ≫

。*・☆。*・★ １１月 の 利 用 状 況 報 告 ★・*。☆・*。

≪ ものを大切に使おう ≫

28　年　度
27　年　度

入館者数
5,949
5,421

貸出人数
1,424
1,438

貸出冊数
6,323

。*・☆。*・★ 開館日カレンダー ★・*。☆・*。

7,354

登録者数
20

。*・☆。*・★ １１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 ★・*。☆・*。

18

１位 去就              今野敏         新潮社 
１位 農ガール、農ライフ       垣谷美雨        祥伝社 
３位 隠岐島後三大祭り        野津龍         山陰ランドドットコム 
３位 本当は怖い「低血圧」      永田勝太郎       秀和システム 
３位 究極の手帳 選び方と使い方               玄光社 
３位 最悪の将軍           朝井まかて       集英社 
３位 家族で地方移住、はじめました。 移住ライフ研究会    洋泉社 
３位 天皇・皇室の将来                    洋泉社 
３位 メビウス１９７４        堂場瞬一        河出書房新社 
３位 恋のゴンドラ          東野圭吾        実業之日本社 

『アイスクリームのあゆみ』 一般社団法人 日本アイスクリーム協会 
 

図書館には度々、団体や会社などが発行した本屋さんでは売られていない本が寄贈され

てきます。今回はその中で先日送られてきたばかりの「アイスクリームのあゆみ」という

本を紹介します。冬なのにアイスクリーム？と思われるかもしれませんが、冬といえばコ

タツ、コタツといえば…アイスクリーム！という方もいらっしゃるかと思います。 

 

 日本でアイスクリームが食べられるようになったのは幕末の頃、あの勝海舟も口にした

のだとか。当時、アイスクリームは贅沢品で、その後、明治・大正・昭和・平成とアイス

クリームがどの様な形で今のように庶民に広がってきたのか変遷が詳しく載っています。 

その他にも会員企業の歴史を各社ごとに紹介、昔懐かしい商品のカラー写真がたくさん

掲載されていて、子どもの頃を思い出して楽しく読むことができる本です。 

 

冬にアイスクリームを食べる人も食べない人も、是非、コタツでこの本を読んで、アイ

スクリーム通になってください！ 

今月は永海が 
紹介します！ 

借りるか、購入してお届けします。 

色の日は休館日 

 いいモノを長く使うためには？ 
お手入れや修理、リメイクなどの本を
そろえました。 
 大掃除などの機会に、身の回りのも
ののお手入れもしてみませんか。 

 思わず笑ってしまう、ユーモア

たっぷりな絵本を紹介していま

す！ 

 町内の小中学生の税に関する書道や作

文、絵ハガキなどを展示しています。 

期間：1２月２２日（木）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

LED照明工事のお知らせ 

 隠岐の島町図書館では現在、照明器具をLED

に切り替えるため、工事を行っています。期

間中も通常通り開館しておりますが、部分的

に立入り禁止等を行う区画があります。 

 ご迷惑をお掛けしますが、何卒、ご了承の

程よろしくお願いいたします。 

 

期間：2月末まで 

立入り禁止区画： 

  11/29～12/ 9 一般書・入口側 

  1/11～ 1/20 展示・AVブース付近 

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

 

 

 作品展後、グループ隠岐の島 緑

水様より図書館中庭に造形作品「緑

水」を寄贈いただきました。 

 素敵な作品をありがとうございま

した！ 

 11月５日(土)６日（日）に図書館まつりを開催しました。 

 グループ隠岐の島・緑水「秋の造形作品展」、おはなしのへや、

民話を語る会、隠岐高校文化部作品展「光る」、古本市が行われま

した。 

 古本市は約46,000円の売り上げとなりました。雑誌の購入など図

書館資料の充実に使わせていただきます。ありがとうございまし

た！ 


