
請求記号

007-ｳ
242-ｶ
293-ﾌ
302-ﾌ
324-ｽ
335-ﾅ
369-ﾅ
376-ｵ
378-ｵ
497-ｳ
498-ｱ
507-ｱ
527-ｲ
528-ﾏ
550-ｸ
592-ﾓ
594-ｼ
594-ｼ
596-ｵ
601-ｻ
673-ｺ
673-ｻ
673-ｽ
673-ﾊ
686-ｼ
694-ﾃ
694-ﾏ
725-ｻ
754-ｼ
914-ﾋ
914-ﾐ
933-ﾉ
BF-ｸ
F-ｱ
F-ｱ
F-ｲ
F-ｵ
F-ｶ
F-ｶ
F-ｺ
F-ﾀ
F-ﾅ
F-ﾊ
F-ﾋ
F-ﾑ
F-ﾑ
F-ﾔ
F-ﾜ

S217-ﾃ
S682-ｵ
S914-ﾋ
SF-ｳ

。*・○。*・● 図書館便利道具　どうぞご利用ください！ ●・*。○・*。

わがセブン秘録

法林岳之　清水理史　できるシリーズ編集部

南正時　ほか∥写真　田中正恭∥文

山猫珈琲　上巻

いちばんやさしい６０代からのｉＰｈｏｎｅ　７／７　Ｐｌｕｓ

自由国民社

低反発枕草子

鈴木敏文 プレジデント社
明日香出版社

手描きチョークアートのアイデア＆テクニック

できるゼロからはじめるＡｎｄｒｏｉｄスマートフォン超入門

終着駅
やむなく営業に配属された人が結果を出すために読む本 長谷川千波

インプレス

禅に学ぶ台所しごと　お寺の教えで心が整う

季節を彩る布絵キルト　庄司京子のパッチワーク

古民家カフェを開こう　無理せず日商３万円、年間売上１，０００万円！

リンダパブリッシャーズ三条慶八

下田直子
ブティック社

借金回収リーマン日記

ポプラ社指出一正

自閉症のきょうだいを育てたある家族の流儀

「家づくりにかかるお金」のすべてがわかる本
薪ストーブと暮らす　火のある暮らしの始め方をわかりやすく案内します

木工上達！継ぎ手テクニック　家具＆建具作りに必要な「木の接合」のすべてがわかる

池田書店

学事出版

学研プラス

大石明美

青山剛医者に「歩きなさい」と言われたら読む本　メタボ・糖尿病・高血圧を改善！

新井信昭

ウルトラ図解歯周病　自分の歯を守るメンテナンスと治療の知識 渡辺久∥監修 法研

新潮社

日経ＢＰ社

藤田泉

筑摩書房

イカロス出版

安部高樹∥監修

大野拓司　ほか∥編著

筑摩書房
小川奈々

庄司京子

リベラル社

イアン・グラハム

おはなしのろうそく　３１ 東京子ども図書館∥編

中世の街と小さな村めぐりポーランドへ

中沢孝夫

フィリピンを知るための６４章 明石書店
すぐに役立つ入門図解不動産登記の法律と申請手続きマニュアル 三修社

平田俊子
植木静山

屋根をかける人

サーベル警視庁
美しい国への旅
翼がなくても

サンライズ・サンセット

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

双葉社

主婦の友社∥編
地球丸

ＫＡＤＯＫＡＷＡ五味美貴子

レシピ公開「伊右衛門」と絶対秘密「コカ・コーラ」、どっちが賢い？　特許・知財の最新常識

花を呑む あさのあつこ 光文社

消滅世界 村田沙耶香 河出書房新社
山本一力

朝日新聞出版
幻戯書房
幻冬舎メディアコンサルティング

ネコと昼寝

古代日本の情報戦略
低反発枕草子
後醍醐天皇・記　歴史小説

門井慶喜

田中慎弥

群ようこ

近江俊秀

。*・○。*・●　新 刊 本 紹 介　●・*。○・*。

原書房

世界を動かす地域産業の底力　備後・府中１００年の挑戦

下田直子の手芸術　手芸がどんどん楽しくなる５４のお話とつくり方のコツ

日東書院本社佐藤真理

ドラゴンの塔　上下

滋慶出版／つちや書店

ぼくらは地方で幸せを見つける　ソトコト流ローカル再生論

湊かなえ

東京子ども図書館
１０分後にうんこが出ます　排泄予知デバイス開発物語 中西敦士 新潮社

主婦の友社

図説世界史を変えた５０の船

書　い　た　人 出版社本　の　名　前

日経ナショナルジオグラフィック社河江肖剰の最新ピラミッド入門 河江肖剰
Ｗｉｎｄｏｗｓ　１０は初期設定で使うな 日経ＰＣ２１∥編

逢坂剛
走狗 伊東潤

幻戯書房

日経ＢＰ社

ナオミ・ノヴィク
双葉社

平田俊子

増田由紀

十二支とかわいい動物たち　おりがみで作る壁面かざり 新宮文明∥監修

破門 黒川博行 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
静山社

家康　１　自立篇 安部竜太郎 幻冬舎

文芸春秋
角川春樹事務所

中央公論新社

私をくいとめて 綿矢りさ 朝日新聞出版
出川卓　出川通出雲歴史ワンダーランド

金原ひとみクラウドガール 朝日新聞出版

原田マハ
中山七里

今野敏

文芸春秋

集英社

幻庵　上下

角川春樹事務所

サロメ
百田尚樹

言視舎

双葉社

果てしなき追跡 中央公論新社

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 

２０１７．２ vol.１４１ 

～授乳スペース～ 

 事務所の奥の部屋に授乳スペー

スを設けました。ベビーベッドも

あります。 

 ご利用の際は職員が案内いたし

ますのでお気軽にお声がけくださ

い。 

小さなお子さまと一緒でも安心 

～お着替えスペース～ 

 多目的トイレに、靴を脱いで着替

えるために”すのこ”を用意しまし

た。 

 また、お子さまも洋式トイレを使

えるように子供用補助便座を置いて

います。 

 写真右下にある２段の踏み台は、

洗面所で手を洗うときなどに使って

くださいね！ 

小さい字が見えにくい方へ 

～老眼鏡・ルーペ～ 

 カウンターに老眼鏡３種（弱・

中・強）とルーペをご用意してい

ます。 

 度数にあわせてご自由にお使い

ください。 

～拡大鏡～ 

 こちらもカウンターにありますのでご

利用の際は職員までお声がけください。 

 ライト付で手元を明るく照らし、広範

囲を拡大して見られますのでとても便利

ですよ！ 



★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　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 37 63 ▲ 205 1

≪ おいしそう！ ≫

。*・○。*・● 展 示 コ ー ナ ー ＆ 特 集 コ ー ナ ー ●・*。○・*。

≪ 隠岐の文化財展 ～郷土館資料を中心に～≫

。*・○。*・● １月 の 利 用 状 況 報 告 ●・*。○・*。

≪ 読む・聞く・話す！　英語特集 ≫

28　年　度
27　年　度

入館者数
4,097
4,060

貸出人数
1,469
1,406

貸出冊数
7,151

。*・○。*・● 開館日カレンダー ●・*。○・*。

7,356

登録者数
17
16

。*・○。*・● １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 夜行              森見登美彦       小学館 
２位 コンビニ人間          村田沙耶香       文芸春秋 
２位 中沼了三伝           中沼郁         ハーベスト出版 
２位 セイレーンの懺悔        中山七里        小学館 
２位 三鬼 三島屋変調百物語四之続  宮部みゆき       日本経済新聞出版社 
６位 生き方、六輔の。        永六輔         飛鳥新社 
６位 嫌われる勇気          岸見一郎        ダイヤモンド社 
６位 実家からニートの弟を引きとりました。 沼津マリー    ＫＡＤＯＫＡＷＡ 
６位 ３６５日のサラダ        金丸絵里加       永岡書店 
６位 あおなり道場始末        葉室麟         双葉社 

『鳶～上空数百メートルを駆ける職人のひみつ～』 多湖弘明∥著 洋泉社 
先日のカウンター当番の折、来館されたMさんから本の返却と共に一枚の紙切れを渡され

た。それは、新年恒例となっている「本の福袋」へのお礼のメッセージであったが、返却

本の中には私が選んだ本もあり一瞬ドキリ。間をおいて、それらが私の選書であったこと

を伝え、直接感想を聞くこととなった。福袋の表書きは「表舞台の向こうで」。渡された

メッセージは次のような内容であった。 

『福袋、「負けてたまるか」「鳶」「しんがり」３冊ともとても気に入りました。当た

り！でした。「しんがり」の話、びっくりしました。隠岐の方とは。３冊ともたくさんの

人に読んでほしい本ですね。ありがとうございました。』 

「しんがりは」以前にこの欄で紹介済み。「負けてたまるか」は青色発光ダイオード開

発者である中村修二氏の自伝である。 

「鳶」の著者は東京スカイツリーの建設にも携わったという鳶職人である多湖弘明氏。

高層ビルが林立する大都会ではもちろん、今も全国各地で進められているビル建設現場の

最先端の様子が豊富な写真と共に余すところなく紹介されている 

私たちはどうしても表舞台の華やかさに目を奪われがちであるが、その裏側では隠され

た人間ドラマが展開されていることを改めて教えてくれる一冊でもある。 

今月は佐々木が 
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 

 隠岐でも、海外の方を見かけること

が多くなってきました。英語ができた

らスムーズに交流できますよね。きっ

と楽しいと思います。 

 今月の特集では、基本の英会話本だ

けでなく、英語で書かれた絵本や、英

語で日本を紹介する本などいろいろな

本を紹介します。 

 ちょっと食べてみたい、おいしそ

うな食べ物が出てくる絵本を紹介し

ています！  

 郷土館の古文書や民具などを中心に隠

岐の文化財を展示しています。 

 

 期間：2月28日（火）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

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

 
 

 ボランティアグループ・おはなしク

ローバーさんの図書館でのおはなし会は

都合により、２月25日（土）の会をもっ

てお休みすることになりました。 

 約２年間、素敵なお話を聞かせてくだ

さり、ありがとうございました！ 

LED  
 

 隠岐の島町図書館では２月末まで、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。 

 
 

図書館は蔵書点検のため下記の期間休館いたします。 

 

休館期間：２月１３日（月）～２０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。 

 
 

 11月～１月には隼田法子様、平野潔様、

前田美登様、立川美佐恵様ほか６名の方

に本の寄贈を頂きました。 

 図書館で使うほか、公民館や病院など

の公共施設でも活用させていただきます。

ありがとうございました。 

ください。 ですよ！ 

 
 

 

 西郷読書会は、1981年に西郷町公民館

図書室を利用する方たちによって発足し

ました。このたび、35年間の継続した活

動が評価され、第49回全国優良読書グ

ループとして（公社）読書推進運動協議

会より表彰されました。 

 おめでとうございます！ 


