
請求記号

141-ﾄ
159-ｳ
290-ｺ
324-ｼ
336-ｳ
338-ﾕ
450-ｶ
459-ﾏ
468-ﾜ
493-ｵ
493-ｾ
496-ｽ
497-ﾀ
498-ｵ
498-ﾆ
590-ｲ
596-ｲ
596-ﾐ
597-ｺ
601-ﾁ
651-ﾁ
675-ﾆ
685-ﾀ
742-ｻ
754-ﾀ
764-ｵ
770-ﾎ
782-ﾗ
798-ﾌ
810-ﾖ
914-ｳ
914-ｶ
914-ｼ
916-ｶ
F-ｱ
F-ｲ
F-ｲ
F-ｵ
F-ｻ
F-ｼ
F-ｼ
F-ﾊ
F-ﾊ
F-ﾊ
F-ﾊ
F-ﾋ
F-ﾌ
F-ﾐ

F-ﾜ
S216-ｵ-168

S217-ﾏ
S386-ﾐ

デジタルマーケティングで売上の壁を超える方法 西井敏恭

水島弘史

宅配クライシス

読売日本交響楽団∥編

翔泳社
農山漁村文化協会農山漁村文化協会∥編

誠文堂新光社

日本経済新聞社∥編 日本経済新聞出版社
技術評論社

小さい林業で稼ぐコツ　軽トラとチェンソーがあればできる

ランニング・サイエンス　「走る」を科学する

オーケストラ解体新書
竹かご編みの発想と技法

三脚＆ストロボ＆フィルター買い方・使い方完全ガイドブック 河野鉄平　ほか

中央公論新社
竹かご部∥編

若竹千佐子 河出書房新社

物語と歩いてきた道　インタビュー・スピーチ＆エッセイ集

藤田浩子のハンカチでおはなし

一〇五歳、死ねないのも困るのよ

人間タワー

吉本興業を創った人々

英語にできない日本の美しい言葉

幻冬舎

リベラル社
自由国民社

伊坂幸太郎∥文　マヌエーレ・フィオール∥絵

角田光代
偕成社

吉田裕子

堀江誠二

藤田浩子∥編著

篠田桃紅 幻冬舎
オレンジページ

文芸春秋

ｋｏｚｅｅ

高橋書店

Ａ－Ｗｏｒｋｓ

占部正尚
清水敏晶

幻冬舎
小西紗代

岩崎啓子・栗山善四郎∥料理

講談社

法学書院

〓出版社

日本実業出版社

竹内敬輔

すぐ動くコツ　フットワークが軽くなる９３のきっかけ 植西聡

ナツメ社

ナツメ社

内山明好∥監修
西野精治

講談社

石黒智子

文一総合出版

ＳＢクリエイティブ

松瀬厚人∥監修
小沢忠彦∥監修

主婦の友社

Ｇ．Ｂ．

イラストでわかる今日からあがらずに話せるコツ

図解やさしくわかる目の病気　白内障、緑内障、加齢黄斑変性

美しい海の浮遊生物図鑑

お口の育て方　子どものきれいな歯並び、良い噛み合わせをつくるために

おとな女子のセルフ健康診断

若林香織　田中祐志　阿部秀樹∥写真

小野和哉

さよさんの「きれいが続く」収納レッスン

井村屋さんの毎日ほっこりあずきレシピ

図説鉱物肉眼鑑定事典 松原聡

ＳＡＳＡＲＵ　地球の刺さり方

湯之前敦

ガイドブック成年後見制度　そのしくみと利用法
部下のやる気を引き出すワンフレーズの言葉がけ

鳥谷朝代

三上敏視

キラキラ共和国

花歌は、うたう
ねこ町駅前商店街日々便り
たゆたえども沈まず

ドレス

まりこふん

おらおらでひとりいぐも

うちの子はＡＤＨＤ　反抗期で超たいへん！ かなしろにゃんこ。 講談社

アナログ ビートたけし 新潮社
藤野可織

今井印刷
アルテスパブリッシング

西郷どん！　前・後編

出雲の古墳ＡＤＶＥＮＴＵＲＥ
新風書房

河出書房新社

彼方の友へ 実業之日本社

朝比奈あすか

祥伝社

幻冬舎

伊吹有喜
クリスマスを探偵と

。*・○。*・●　新 刊 本 紹 介　●・*。○・*。

サンマーク出版

投資信託の超入門書　いちばんカンタン！

１００％下ごしらえで絶対失敗しない定番料理

河出書房新社ジョン・ブルーワー　ほか著

月夜の散歩

一声社

地域ブランドのつくり方と働き方

上橋菜穂子

秀和システム
地学ノススメ　「日本列島のいま」を知るために 鎌田浩毅 講談社

光文社

スタンフォード式最高の睡眠

書　い　た　人 出版社本　の　名　前

６０代シンプル・シックな暮らし方　それは、小さな工夫の積み重ね

「ぜんそく」のことがよくわかる本　イラスト版
最新図解大人の発達障害サポートブック

青春出版社

ＰＨＰ研究所

河出書房新社

呉漢　上・下 宮城谷昌光 中央公論新社

大阪春秋　第１６８号　大阪の歴史と文化と産業を発信する　特集大塩の乱１８０年

西条奈加銀杏手ならい 祥伝社

葉室麟
原田マハ

小路幸也

文芸春秋

祥伝社

ランチ酒

河出書房新社

大獄　西郷青嵐賦
原田ひ香

新・神楽と出会う本　歌・楽器・お囃子

小川糸

柴田よしき

林真理子 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１０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 

２０１７．１２ vol.１５１ 

 

 

 図書館は12月28日（木）から１月４日

（木）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ＤＶ

Ｄ・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。 

 図書館のクリスマス会を開催します。 

 今年は国際交流員のイザベラさんによる英語絵本の読み聞かせや、 

英語のクリスマスの歌をみんなで歌ったり、工作をしたりします。 

 一緒に楽しみましょう！ 

 

日時：12月16日（土）午後３時～ 

場所：図書館 研修室 
 

協力：ボランティアグループ おはなしのへや 

- - 

 2018年の読初(よみぞめ)は図書館のおみくじ

「よみくじ」で決めませんか？ 

 どんな本とご縁があるかは「よみくじ」を

引いてのお楽しみです。 

  

 場所：玄関正面特集コーナー 

 期間：1月5日（金）～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～

。*・○。*・● 特 集 コ ー ナ ー ●・*。○・*。

≪ 「とり」から「いぬ」へ ≫<<小・中学生の租税作品展>>

。*・○。*・● 開館日カレンダー ●・*。○・*。

。*・○。*・● 図書館職員オススメの一冊 ●・*。○・*。

≪ 冬がきた！≫

。*・○。*・● １１月 に よ く 読 ま れ た 本  ベスト１０ ●・*。○・*。

比　　　較 292 ▲ 38 ▲ 20 7
28年度 5,949 1,424 6,323 20
29年度

入館者数
6,241

貸出人数
1,386

貸出冊数
6,303

。*・○。*・● １１月 の 利 用 状 況 報 告 ●・*。○・*。

登録者数
27

１位 マンガ親が終活でしくじりまして 寝猫          三五館 
１位 シルバー川柳 青い山脈編    みやぎシルバーネット/編 河出書房新社 
３位 平屋に暮らす          tutto          成文堂新光社 
３位 波涛の城            五十嵐貴久       祥伝社 
３位 忘れる女、忘れられる女     酒井順子        講談社 
３位 さよさんの「きれいが続く」収納レッスン 小西紗代    講談社 
７位 山本五十六自決セリ       大野芳         新潮社 
７位 だしの本            千葉道子        農山漁村文化協会 
７位 蔓の端々            乙川優三郎       講談社 
７位 おばあちゃんが伝える健康知恵袋 沢賀津子        家の光協会 

『風の名前』高橋順子/著 佐藤英明/写真 小学館 

 

いよいよ「木枯らし」の季節到来。 

本館では１０月に「風がはこんだものがたり」のテーマのもとでＬＥＴ‘ｓ理科読を

開催したが、これからこの島を吹き抜ける風は日々の生活を大きく左右することだろう。 

関口武氏の『風の事典』によれば国内には２１４５の風の名前があるというが、それ

ぞれの地域の風土色豊かな呼び名の多さに圧倒される。本書ではこれらの中から、季

節・方位・時間・道・大小・色等の分類により約３５０の呼び方が紹介されている。写

真がふんだんに取り入れられており写真集そして歳時記としてもとしても楽しめるが、

見知らぬ土地に身を置いたつもりでそこに吹くであろう風を想う時楽しみは倍増する。  

著者高橋順子氏と写真担当の佐藤英明の共著として他に「雨の名前」「花の名前」が

ある。本書とともにお勧めしたい。 

借りるか、購入してお届けします。 

色の日は休館日 

 酉年の2017年も、残り１ヶ月となりました。 

今年と来年の干支にちなみ、鳥や犬が主人公の

小説・写真集・図鑑などを特集します。 

 年末の気忙しい時期、ほっと癒される本や感

動する本、時間を忘れて読みふける本を見つけ

てみてはいかがでしょうか。 

 クリスマス、お正月、雪遊び…。み

んな楽しみにしている冬がきました！ 

 絵本の中の冬ものぞいてみよう！ 

今月は館長が 
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 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

 11月４日（土）と５日（日）の二日間、図書館ま

つりを開催。 

 グループ隠岐の島「緑水」自作造形作品展、古本

市、おはなしのへや、町民なんでも作品展これみて

作らっ祭（しゃい）などを行いました。 

 ４日の朝は小雨が降り風も強かったのですが、開

館前からたくさんの方が集まり、賑わいました！ 

 グループ隠岐の島「緑水」自作造形

作品展の様子。親子で鑑賞する姿も。 

 古本市の様子。今年は文庫本と児童書が

多かったです。古本市の売上は雑誌の購入

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！ 

 

展示コーナー「町民なんでも作品展 こ

れ見て、作らっ祭（しゃい）」の様子。お

手本にした本を早速借りて帰られる方も

いらっしゃいました。 

  

 町内の小中学生の税に関する書道や

絵、作文を展示しています。 

 

期間：1２月２７日（木）まで 

 

 11月25日（土）に「おはなしのへや

スペシャル はらぺこあおむしを作ろ

う」を開催しました。 

 絵本の読み聞かせの後、吉田恵子さ

んにおりがみの折り方を教えてもらい、

時間いっぱい楽しみました。 

 子どもたちは完成したあおむしのお

りがみを手に、目を輝かせて満足そう

でした。 


