
請求記号

007-ﾑ
159-ﾅ
210-ｵ
210-ﾊ
292-ｵ
312-ｲ
318-ｶ
319-ｾ
332-ｶ
376-ｾ
479-ﾎ
484-ｲ
492-ｼ
498-ｼ
550-ｲ
576-ｻ
594-ﾉ
596-ｵ
596-ｻ
597-ﾊ
601-ｱ
754-ｸ
763-ｳ
795-ｼ
809-ｽ
914-ｲ
914-ｷ
936-ﾌ
B336-ﾀ
BF-ｼ
F-ｲ
F-ｳ
F-ｵ
F-ｶ
F-ｼ
F-ｽ
F-ﾊ
F-ﾊ
F-ﾑ
F-ﾓ
F-ﾓ

S007-ﾏ
S290-ﾐ
S291-ｼ
S291-ﾐ
S319-ｼ
S386-ｻ
S388-ｲ
S479-ﾎ
S689-ｱ
S930-ﾈ
SF-ﾀ

島根県教育委員会

新潮社

石見の民話　第１・２集 大庭良美∥編 未来社
保谷彰彦タンポポハンドブック

村上春樹騎士団長殺し　第１部・第２部 新潮社

溝口常俊∥編　阿部康久∥編

前田剛

諸田玲子

花書院

文芸春秋

出雲国風土記紀行　写真集

集英社

歴史と環境　歴史地理学の可能性を探る
島根県古代文化センター∥編

二人の流人

葉室麟

森絵都

宮田珠己 広済堂出版

春陽堂書店笑いとしあわせ　こころ豊かに生きるための笑方箋 中井宏次
スマホ世代のためのパソコン入門　やさしい図解

芙蓉書房出版

羽田圭介
か「」く「」し「」ご「」と「 住野よる

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

新潮社

上田秀人
幻冬舎

新海誠

北村薫

時間に追われない３９歳からの仕事術 田中和彦

錆びた太陽 恩田陸 朝日新聞出版
徳間書店

夜姫

。*・○。*・●　新 刊 本 紹 介　●・*。○・*。

日刊工業新聞社

世界を揺るがすトランプイズム　ビジネスマン、ドナルド・トランプを読み解く

あると便利なお漬けもの　忙しい人でもすぐに作れる

きこ書房キャスリーン・フリン

茜の茶碗　裏用心棒譚

ＰＨＰ研究所

賃貸でもここまでできるＤＩＹ　原状回復ＯＫ！

石原慎太郎

有斐閣
どこまでやるか、町内会 紙屋高雪 ポプラ社

新星出版社

トコトンやさしい船舶工学の本

書　い　た　人 出版社本　の　名　前

椿油のすごい力　ヘアケア、スキンケアから、料理、もののお手入れまで

タンポポハンドブック
０－５歳児生活習慣のスムーズ身につけガイド

戦後日韓関係史 李鍾元　木宮正史　磯崎典世　浅羽祐樹

ぼくの死体をよろしくたのむ 川上弘美 小学館

安竜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
さいたま民俗文化研究所∥作成

ハーベスト出版
今井出版
風詠社

私なりに絶景　ニッポンわがまま観光記

島根の観光レジャー史　大正、昭和戦前
出雲に於ける小泉八雲　復刻版

文一総合出版

文化庁文化財部伝統文化課

成功者Ｋ 河出書房新社

新堂冬樹

くらべる時代　昭和と平成

池上彰

幕末維新の政治と人物 有志舎
台湾を鉄道でぐるり　台鉄と高鉄を使って知られざる台湾へ ダイヤモンド・ビッグ社

藤縄理∥監修　高崎博司∥監修

根岸磐井
竹山和昭

風のかたみ

今ひとたびの、和泉式部
出会いなおし
入門Ｒｅｄｍｉｎｅ　オープンソースの課題解決システム

山陰の大凧揚げ習俗〈鳥取県・島根県〉　隠岐のいぐり凧習俗と各地の凧揚げ

朝日新聞出版

秀和システム

有馬誉夫

安藤明之　ほか

原寸で楽しむ美しい貝図鑑＆採集ガイド

島嶼学への誘い　沖縄からみる「島」の社会経済学

姿勢と体幹の科学　身体を整え、トラブルを解消する真実８３

島大病院ちょっと気になる健康講座　２

クラフトバンドで作るかわいいかごとバッグ

秀和システム

おかべたかし∥文　山出高士∥写真

ホーム社

東京書籍

大西稚恵
明治維新史学会∥編

家の光協会
ベターホーム協会∥編集

野木陽子

ベターホーム協会

池田良穂

文一総合出版

佐光紀子

岩波書店

ＰＨＰ研究所

嘉数啓

保谷彰彦
池田等

塩谷香∥監修 学研プラス

実業之日本社

島根大学医学部付属病院∥監修・編集 今井印刷

村松茂

主婦の友インフォス番匠智香子

幻冬舎

宇宙一やさしいドラムはじめました　超初級教則

五木寛之
杉本祐子

救急病院

愛さずにいられない　北村薫のエッセイ

主婦の友社

小説君の名は。

ヤマハミュージックメディア

日本文芸社

ダメ女たちの人生を変えた奇跡の料理教室

無意味な人生など、ひとつもない
お祝いのスピーチきちんとマナーハンドブック

実戦ですぐに使える布石　戦略的囲碁トレーニング１１０選 山下敬吾∥監修

ＰＨＰ研究所

さばかない・おろさない！魚のおかず９０

はじめてでもファスナーつけがちゃんとできるバッグとウエアの本

地域活性化の情報戦略
アップルミンツゆめひもフレンドシップ∥〔編〕

大原千鶴
日本文芸社

23 12  
 

 子どもたちにもっと本を！との願いから、「こどもの読書週間」は１９５９年

（昭和３４年）にはじまりました。もともとは、５月５日の「こどもの日」を中心

とした２週間（５月１日～１４日）でしたが、２０００年より、今の４月２３日

（世界本の日・子ども読書の日）～５月１２日になりました。 

 小さいときから本を読む楽しさを知っていることは、子どもが大きくなるために

とても大切なことです。「こどもの読書週間」のあいだ、図書館や本屋さん、学校

などでは、読み聞かせや人形劇などの楽しい行事がいっぱい行われます。「こども

の読書週間」は、大人が本を子どもに手わたす週間でもあるのです。 
 

< 読書推進運動協議会HPより引用 > 

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３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 

２０１７．４ vol.１４３ 

 

 今年も4月23日の子ども読書の日、5月5日のこどもの日にち

なみ、おはなし会を開催します。 

 絵本のよみきかせやペープサート、工作などをする予定で

す。 

 みなさん、お楽しみに！ 

日時 4月23日（日） 15時～ 

場所 図書館 研修室 

 

 ゴールデンウィーク期間中（4/29～5/7）も通常通り午前10時

から午後6時まで開館しています。 

 是非お越し下さい！ 

 
 尚、5月1日（月）は休館日です。ご利用の際はお気を付け下さい。 



★展示コーナー ★特集コーナー

★えほんコーナー

4月 5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～

14

。*・○。*・● ３月 に よ く 読 ま れ た 本  ベスト１０ ●・*。○・*。

比　　　較 145 89 ▲ 15 15

≪ がっこう・ほいくえんの本 ≫

27　年　度 4,681 1,355

。*・○。*・● 図書館職員オススメの一冊 ●・*。○・*。

6,313

登録者数
29

。*・○。*・● 開館日カレンダー ●・*。○・*。

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

≪ きらめきの七宝焼展≫

。*・○。*・● ３月 の 利 用 状 況 報 告 ●・*。○・*。

≪ 図書館へようこそ！ ≫

28　年　度
入館者数
4,826

貸出人数
1,444

貸出冊数
6,298

１位 銀の雨             宇江佐真理       幻冬舎 
１位 おいしい野菜づくり       五十嵐透        ナツメ社 
１位 老兵の消灯ラッパ        佐藤愛子        文芸春秋 
１位 火花              又吉直樹        文芸春秋 
１位 我ら荒野の七重奏        加納朋子        集英社 
１位 あおなり道場始末        葉室麟         双葉社 
１位 不時着する流星たち       小川洋子        ＫＡＤＯＫＡＷＡ 
１位 向こう側の蜂          池永陽         ＰＨＰ研究所 
１位 本を守ろうとする猫の話     夏川宗介        小学館 
１位 騎士団長殺し 第１・２部    村上春樹        新潮社 

『日本史有名人の身体測定』 篠田達明／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 
  

日本史についての本は、数多くありますが、こちらは古代から昭和に活躍した偉

人たちの身体測定をテーマにした１冊。ページを開くと、各人物１人につき１ペー

ジで身長や体形、死因などのほか、性格や特徴などが簡潔にまとめられています。 

例えば、織田信長の身長は170ｃｍ、当時の平均身長が157ｃｍとあるので、大き

かったことが分かります。ただ、次のページの豊臣秀吉が140ｃｍとあり、思わず

「へ～」。大きいイメージはなかったのですが、当時としても小柄だったんですね。

徳川家康も159ｃｍと平均並み。天下人３人が並んだ姿を想像すると、教科書で

習ったよりも、それぞれの人物像がぐんとリアルに感じました。 

中には信ぴょう性が低いものもあるかと思いますが、どの人物も興味深く読むこ

とができると思います。 

今月は吉崎が 
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 

 4月は2日が図書記念日、23日が子ど

も読書の日、30日に図書館記念日など

図書館に関する記念日がたくさんあり

ます。 

 図書館の活用法や図書館が舞台の小

説や絵本、写真集などいろいろな本を

紹介しています。 

 入学・入園・進級おめでとう！ 

 絵本の中の学校や保育園ものぞ

いてみてね。 

 町内在住の吉山郁代さんが制作された

七宝焼を展示しています。ぜひご覧くだ

さい。 

 

 期間：4月27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

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

 尚、5月1日（月）は休館日です。ご利用の際はお気を付け下さい。 

 

 H28   

 ２月・３月には、勝部裕三郎様、金井裕子

様、ほか８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。 

 

 平成28年度には、隠岐ガス様、隠岐石油様、

隠岐の島町職員組合女性部様、吉崎工務店様、

西郷読書会様より図書カードの寄贈をいただ

きました。 

 郷土資料、雑誌の購入などに充てさせてい

ただきます。ありがとうございました。 

はじめてのえほん 
毎週日曜日 １０：３０～ 

＜場所：おはなしの部屋＞ 

 

０～３歳向けの絵本の読み聞かせや手遊び

の会です。 

おはなしのへや 
毎週土曜日 １５：００～ 

＜場所：おはなしの部屋＞ 

 

ボランティアグループ「おはなしのへや」の

方による、幼児・児童向け絵本の読み聞かせ

の会です。 

民話を語る会 
毎月第一日曜日 １４：００～ 

＜場所：おはなしの部屋＞ 

 

 「おき民話の会」の方による民話の語り

の会です。大人の方も楽しめます！ 

隠岐アゴラ 
毎月第ニ土曜日 １４：３０～ 

＜場所：研修室＞ 

 

 お気に入りの本を持ち寄って紹介し合い、

意見を交わす会です。高校生以上対象です。 

おもちゃのへや 
毎週金曜日 １４：００～１６：００ 

＜場所：おはなしの部屋＞ 

 

 おはなしの部屋にあるおもちゃを開放し

ています。 

いずれの会も申込不要です。 

お気軽にお入りください！ 


