
請求記号

007-ﾌ
159-ｲ
172-ﾋ
210-ｵ
289-ｲ
291-ｽ
291-ﾐ
318-ﾁ
319-ｷ
319-ﾌ
335-ﾀ
335-ﾅ
336-ｶ
338-ﾀ
361-ﾀ
361-ﾋ
366-ﾌ
367-ｳ
369-ｶ
376-ﾌ
592-ｶ
596-ﾀ
599-ｸ
626-ﾔ
641-ｳ
673-ﾀ
674-ﾁ
683-ﾎ
694-ｶ
754-ﾉ
809-ﾔ
837-ｵ
910-ﾃ
914-ｿ
930-ﾋ
933-ﾁ
F-ｲ
F-ｶ
F-ｻ
F-ｼ
F-ﾊ
F-ﾊ
F-ﾊ
F-ﾑ
F-ﾑ
F-ﾔ

S217-ﾏ
S319-ｼ

S319-ﾌ
S562-ﾄ
S588-ｻ
S911-ｳ

はかどるごはん支度 高木ゑみ

宮台真司　岡崎勝　尹雄大

とりわけごはん　赤ちゃんもママもうれしい

高田明

幻冬舎

スタジオタッククリエイティブ

農山漁村文化協会

熊谷しのぶ 北海道新聞社
学研プラス

簡単！住まいのＤＩＹマニュアル　床〈フローリング〉〈クッションフロア〉〈タイルカーペット〉

藤井賢二　ほか 文藝春秋

心とカラダを整えるおとなのための１分音読

ｉＰｈｏｎｅ芸人かじがや卓哉のスゴいｉＰｈｏｎｅ

知っているようで知らない夏目漱石

カズオ・イシグロ入門

地域の魅力を伝える！親切な観光案内のデザイン

脳活性折り紙全集　考えながら指先を動かす頭の体操

新潮社

技術評論社
ＮＨＫ出版

レイモンド・チャンドラー

荒井貴和、武藤克彦∥執筆・解説

自由国民社

パイインターナショナル∥編著

かじがや卓哉

出口汪 講談社
アルク

立東舎

平藤喜久子

ＪＴＢパブリッシング

エクスナレッジ

岩野響
大塚ひかり

ジャパンマシニスト社
エモーショナルな介護レク研究会∥編

深田晶恵

誠文堂新光社

新潮社

河出書房新社ジョン・ファーンドン

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

鎌倉圭

池上彰特別授業『君たちはどう生きるか』 池上彰

新潮社

日本経済新聞出版社

たまきちひろ
橘木俊詔

合同フォレスト

部落解放・人権研究所∥編

悟空出版

解放出版社

高橋貴子
中沢康彦

ダイヤモンド社

ダイヤモンド社

北前船、されど北前船　浪漫・豪商・密貿易

９０秒にかけた男

小さい畜産で稼ぐコツ　少頭多畜・加工でダントツの利益率！

野菜がよく育つ土づくり　肥沃な土をつくる堆肥・緑肥・肥料の使い方

日本経済新聞出版社
上垣康成

Ｅｘｃｅｌ集計・抽出テクニック大全集

あの同族企業はなぜすごい

中韓がむさぼり続ける「反日」という名の毒饅頭

経費で落とす！領収書がわかる本
ビットコイン投資やってみました！

ケント・ギルバート
古川勝久

感情に働きかけるこれからの介護レクリエーション

サラリーマンのための「手取り」が増えるワザ６５

地域再生と町内会・自治会 中田実　ほか

日本の神様解剖図鑑　八百万の神々の起源・性格とご利益がマルわかり

女系図でみる驚きの日本史
１５歳のコーヒー屋さん　発達障害のぼくができることからぼくにしかできないことへ

不二桜

内田厚子

カーテンコール！

サハラの薔薇
天翔ける
九十八歳になった私

松江城と江戸城　国宝になった城と天下人の城

奥田英範∥編集

不条理とたたかう　李承晩ライン・拉致・竹島問題

私の漂流記 曾野綾子 河出書房新社

牛天神 山本一力 文芸春秋
松江城歴史的価値発信事業実行委員会　ほか∥編

グリーンフィールズ
大山滝句座

婚約迷走中

さんいんキラリ
報光社

松江城歴史的価値発信事業実行委員会

虹の向こう 双葉社

日吉信貴

新潮社

講談社

池田久輝
水底の女

。*・○。*・●　新 刊 本 紹 介　●・*。○・*。

平凡社

すぐそばにある！関西中国四国の絶景

ウンコのおじさん　子育て指南書

北海道出版企画センター北国諒星

起きてから寝るまで英語表現１０００　

インプレス

オックスフォード＆ケンブリッジ大学世界一「考えさせられる」入試問題

山口謡司

自治体研究社

広島じゃけぇ、「中国（チャイナ）」じゃないけぇ。　なんで「中国地方」なの？ 三山秀昭 南々社

自由国民社

遺伝か、能力か、環境か、努力か、運なのか　人生は何で決まるのか

書　い　た　人 出版社本　の　名　前

被差別マイノリティのいま　差別禁止法制定を求める当事者の声

趣味から卒業！しっかり稼げる自宅教室の開業・集客バイブル

北朝鮮核の資金源　「国連捜査」秘録

ブティック社

パイインターナショナル

早川書房

安龍福の供述と竹島問題　知っておくべき竹島の真実 下条正男 島根県総務部総務課

鳥谷芳雄石見銀山を読む　古図・絵図・旧記・石州銀

佐々木譲英竜伝 毎日新聞出版

馳星周
橋本治

下村敦史

光文社

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

嘘　Ｌｏｖｅ　Ｌｉｅｓ

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

蒼き山嶺
村山由佳

内田厚子川柳集　旅の人

加納朋子

葉室麟

群ようこ 角川春樹事務所

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 

２０１８．２ vol.１５３ 

 

 2月13日（火）から20日（火）までの一週間、蔵書点検を行います。期間中は休

館となり、利用できませんのでご注意ください。 

 
 蔵書点検では、図書館にあるすべての資料とデータとを照合し、正しい場所にあるか、行方

不明のものがないかを確認します。お探しの資料を迅速に見つけるために必要な作業ですので、

ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。 

 

 なお、期間中の資料の返却は、入口横の返却ボックスをご利用ください。（CD・DVDなどの視

聴覚資料は壊れやすいため、２月21日（水）の開館日以降にカウンターへお願いします） 

   

 玄関正面特集コーナーで2017年によく借りられた本、視聴覚資料の

ベスト10を紹介しています。 

 ここでは各部門１～３位までご紹介します！ 

 児童・読み物の部 

１位 なぞなぞのすきな女の子（松岡享子） 

２位 かいけつゾロリ 

      たべるぜ！大ぐいせんしゅけん（原ゆたか） 

２位 マジやば！なぞなぞスペシャル☆2400問 

                 （土門トキオ） 

 児童・絵本の部 

１位 くだもの（平山和子） 

２位 ぼくのくれよん（長新太） 

３位 たまごのあかちゃん（かんざわとしこ） 

３位 おつきさまこんばんは（林明子） 

３位 おしいれのぼうけん（ふるたたるひ） 

 

 一般書の部 

１位 ポイズンドーター・ホーリーマザー（湊かなえ） 

１位 九十歳。何がめでたい（佐藤愛子） 

１位 蜜蜂と遠雷（恩田陸） 

１位 おいしい野菜づくり（五十嵐透） 

 

 ＤＶＤ・子どもの部 

１位 ドラえもん のび太の恐竜 

１位 ドラえもん のび太の魔界大冒険 

３位 崖の上のポニョ 

 

 ＤＶＤ・一般の部 

１位 超高速！参勤交代 

２位 海街diary 

３位 ハリーポッターと賢者の石 

 

 ＣＤの部 

１位 歌姫BEST（松田聖子ほか） 

２位 テレビこどものうた！ベストヒット！ 

              （オムニバス） 

３位 えいごのうた （オムニバス） 

３位 evergreen (秦基博） 

３位 Love Place （西野カナ） 



★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～

。*・○。*・● 特 集 コ ー ナ ー ●・*。○・*。

≪冬といえば ≫<<小さなポーランド展>>

よみくじにはちょっとした運気上昇
のための秘訣も。

ラッキーブックはどれも図書館職員
おすすめの本です！

鳥居の前に並べられたよみくじ箱

。*・○。*・● 開館日カレンダー ●・*。○・*。

。*・○。*・● 図書館職員オススメの一冊 ●・*。○・*。

≪ 雪 ≫

。*・○。*・● １月 に よ く 読 ま れ た 本  ベスト１０ ●・*。○・*。

比　　　較 ▲ 380 ▲ 218 ▲ 1,143 1
28年度 4,097 1,469 7,151 17
29年度

入館者数
3,717

貸出人数
1,251

貸出冊数
6,008

。*・○。*・● １月 の 利 用 状 況 報 告 ●・*。○・*。

登録者数
18

１位 おらおらでひとりいぐも     若竹千佐子       河出書房新社 
２位 祈りの幕が下りる時       講談社         講談社 
２位 コンビニ人間          村田沙耶香       文芸春秋 
２位 花歌は、うたう         小路幸也        河出書房新社 
２位 たゆたえども沈まず       原田マハ        幻冬舎 
２位 ドレス             藤野可織        河出書房新社 
２位 銀杏手ならい          西条奈加        祥伝社 
２位 空あかり 山一証券“しんがり”百人の言葉 清武英利   講談社 
２位 カーテンコール！        加納朋子        新潮社 
２位 イラストみんなの感染対策    下間正隆        照林社 

『書店ポップ術 グッドセラーはこうして生まれる』 梅原潤一／著 試論社 

 

本屋さんでよく見かけるポップ、書いてあるコメントやイラストにそそられて、つい

手が伸びることってありますよね。図書館でも、本やＣＤにポップを作るときは、こち

らの本を見て参考にしています。小説やエッセイ、コミックなど全部で100点ほどのポッ

プが紹介されていて、見開きの左ページには紹介本の情報、右ページには、実際に作っ

たポップが掲載されています。バリエーションも豊富で、本によって字体や色使いなど

に工夫があり、見ているだけでも楽しめます。本以外の商品のポップを作るときなどに

も応用できるかなと思います。 

この本のポップを見ていると紹介されている本も読みたくなるので、なにを読もうか

迷っているときにもオススメです。ポップによって思いがけない本と出会えるかもしれ

ませんよ。 

借りるか、購入してお届けします。 

色の日は休館日 

今月は吉崎が 
紹介します 

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

聴覚資料は壊れやすいため、２月21日（水）の開館日以降にカウンターへお願いします） 

図書館豆知識 
 

  

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

 今年のお正月は「よみくじ～本とのご縁を結びましょう～」を開催しました。 

 年齢別の箱の中からおみくじならぬ「よみくじ」を引いてもらい、そこに書かれてい

る番号のラッキーブックを一冊貸し出すという企画でした。 

 隠岐の島町図書館と各公民館（布施・五箇・都万

公民館）、中出張所はネットワークでつながってい

ます。 

 

 図書館のカードをお持ちであれば、各公民館・出

張所でも同じように本が借りられます（冊数は全部

の施設で合わせて１０冊までとなります）。 

 

 図書館の資料を公民館で返したり、読みたい本を

お近くの公民館まで取り寄せることもできます。お

気軽にご利用ください。 

 

 相撲などで隠岐とも関わりの深い

ポーランド。国際交流員のイザベラさ

んのおすすめするポーランドの風景の

写真や民芸品などを展示・紹介してい

ます。 

期間：3月25日（日）まで 

 暦の上ではもう春ですが、冬とい

えばお鍋に雪遊び、今年は何といっ

ても冬季オリンピック！ 

 冬の生活や楽しみに関する本を特

集しています。 

今年は雪が多いですね。みなさんは

雪遊びしましたか？ 絵本の中では

どんなふうにすごしているのでしょ

う？ 


