
請求記号

049-ｻ
289-ｱ
291-ｷ
294-ｶ
304-ｻ
312-ｻ
318-ﾏ
324-ｶ
324-ｽ
332-ｲ
366-ﾆ
377-ﾜ
402-ﾅ
484-ｾ
493-ｼ
493-ﾀ
493-ﾏ
498-ｺ
537-ﾊ
589-ｺ
590-ｶ
592-ｲ
593-ﾐ
594-ｲ
596-ｽ
597-ｶ
599-ﾖ
674-ﾔ
694-ﾊ
743-ｺ
753-ｻ
778-ｶ
786-ｶ
829-ｻ
914-ｻ
914-ｻ
933-ﾎ
F-ｱ
F-ｴ
F-ｹ
F-ｺ
F-ｻ
F-ﾄ
F-ﾅ
F-ﾊ
F-ﾊ
F-ﾋ
F-ﾏ

F-ﾔ
S186-ｵ
S335-ｴ
S493-ｼ

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

パーマネント神喜劇 万城目学 新潮社

隠岐島後新四国八十八ヶ所霊場巡り

江上剛病巣　巨大電機産業が消滅する日 朝日新聞出版

堂場瞬一
桜庭一樹

葉室麟　ほか

実業之日本社

講談社

ドクター・デスの遺産

講談社

１９３４年の地図
中山七里

離島発とって隠岐の外来超音波診療

朝井まかて

今野敏

葉室麟 幻冬舎

軽井沢朗読館だより 青木裕子
もっとヘンな論文

ディスカヴァー・トゥエンティワン

デイヴィッド・ホワイトハウス

女の子が生きていくときに、覚えていてほしいこと 西原理恵子

エムディエヌコーポレーション

赤ちゃんとママ社

川本三郎
ブティック社

河野鉄平

ヨシタケシンスケ

はじめてのスマホ＆格安ＳＩＭ　「わからない」をぜんぶ解決！

キャンプでやってみる子どもサバイバル　生きる力を育む 川口拓 ベースボール・マガジン社

新潮社

男尊女子

。*・○。*・●　新 刊 本 紹 介　●・*。○・*。

ワニブックス

韓国新大統領文在寅とは何者か　変わる日韓関係を読む

まんがでわかる自律神経の整え方　「ゆっくり・にっこり・楽に」生きる方法

商業界山口茂

「男はつらいよ」を旅する

洋泉社

虹色のチョーク　働く幸せを実現した町工場の奇跡

佐藤麻陽

日本法令
都知事失格 舛添要一 小学館

成山堂書店

大人の人見知り

書　い　た　人 出版社本　の　名　前

ようこそ、認知症カフェへ　未来をつくる地域包括ケアのかたち

仕事と介護両立ハンドブック　コア社員の退職を防ぐ
伊藤元重が警告する日本の未来

相続・事業承継・認知症対策のためのいちばんわかりやすい家族信託のはなし 川嵜一夫

たったの７２パターンでこんなに話せるフィリピン語会話 佐川年秀 明日香出版社

アノニム 原田マハ ＫＡＤＯＫＡＷＡ
東川篤哉

東京商工リサーチ松江支店

中山書店

潮騒はるか

エラベルさんいん　２０１８年版　優良企業ガイド

光文社

図書館は逃走中 早川書房

酒井順子

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

集英社

京都幕末史跡案内　志士たちの夢の跡を訪ねて

沢田克己

サハラ砂漠　塩の道をゆく 集英社
一刀両断 新潮社

南極ＯＢ会編集委員会∥編

白石吉彦

福袋

決戦！新選組
変幻
じごくゆきっ

探偵さえいなければ

講談社

集英社

加藤ゑみ子

私がつくる海外留学　留学ガイドブック　海外で学びたいと思っている方へ

入門図解実家の空き家をめぐる法律問題と対策実践マニュアル

南極大陸大紀行　南極観測６０年
世界の美しいウミウシ

今すぐ役立つ日曜大工のコツ６０　この１冊でＤＩＹを完全マスター！

服部真和∥監修

新田香織
伊藤元重 東洋経済新報社

日本学生支援機構留学生事業部留学情報課

パイインターナショナル∥編著 パイインターナショナル

サンキュータツオ ＫＡＤＯＫＡＷＡ
アーツアンドクラフツ

ＤＩＹ倶楽部

小林弘幸　一色美穂
サンマーク出版

幻冬舎小松成美

祥伝社

イカロス出版

桜井よしこ
片平孝

イースト・プレス
松丸奨

〓出版社

清水栄司

日本生産性本部生産性労働情報センター

武地一

三修社

ミネルヴァ書房

ジョン・マン　６　順風編 山本一力 講談社

男の子にも女の子にも、作ってあげたい服

鈴木登紀子

キッチンでできる草木染めレッスン帖

ヨチヨチ父　とまどう日々

幻冬舎

もっと撮りたくなる写真のアイデア帳

美濃羽まゆみ 日本ヴォーグ社
日本ヴォーグ社

ＰＯＰ１年生　イラストで実況中継！　“センス”がなくてもＰＯＰは書ける！

簡単！住まいのＤＩＹマニュアル　壁紙〈ビニールクロス〉〈フリース壁紙〉

のんきに生きる　「ああ、おいしい」は生きがいになる
１年中押し花で楽しむ手作りのお花こもの

スタジオタッククリエイティブ

バイクいまさら聞けない大図解

ママと子の「ごはんの悩み」がなくなる本　体も心も元気にのびのび育つ６３の質問

少ない予算で、毎日、心地よく美しく暮らす３６の知恵
メイツ出版

 今月下旬から学校は待ちに待った夏休み！ 静かで涼しい図書館で宿題や勉強、読書などをした

いと思っている人もいるのでは…？ 今回は図書館の使い方やマナーを紹介します。 

 

●ドリルなどの勉強はどこでしたらいいの？ 
学校で配られたドリルやプリントなど持ち込みの教材で勉強をする時は、カウンターで申し込んで

研修室を使ってください。閲覧（えつらん）コーナーにある席は図書館の本を使う人に譲ってください。 

●自由研究の調べ物はどうしたらいいの？ 
図書館の本を使う時は閲覧コーナーの机も使えます。お友達と一緒に自由研究をするという人もい

るかもしれません。相談をする時は周りの人に迷惑にならない大きさの声でしましょう。調べると

きにどんな本を見たらいいのかわからない時は図書館の人に聞いてください。 

●読書感想文、読む本に迷ったら…？ 
図書館にも読書感想文の課題図書を入れていますが、一冊ずつなので貸出中で見られないことがあ

ります。何を読んだらいいか迷ったら図書館の人に気軽に聞いてみてくださいね。 

●ゲームやカード遊びは禁止です 
読書や勉強をする人の邪魔になりますので、図書館ではゲームやカードなどで遊ばないで下さい。 

●持ち込みのパソコンを使う時は… 
持ち込みのパソコンは使える席が決まっていますので、職員まで声をかけて下さい。 

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５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 

２０１７．７ vol.１４６ 

 

 ジオパークについて調べたいというご要望にお応えして、郷土資料

コーナーにジオパークコーナーを開設しました。 

 ジオパークの概要や自然、歴史、文化など多方面で資料を用意して

います。 

 本屋さんに売っていないパンフレットやリーフレットなどもファイ

リングしてあります。パンフレットは分かりやすく編集してあります

ので、子どもさんやこれからジオパークを学んでみようという方にも

オススメです。 

 こんな資料もあるよ！この本にもジオが載ってるよ！という皆様か

らの情報もお待ちしていますのでよろしくお願いします。 

 



★展示コーナー ★特集コーナー

★えほんコーナー

７月 ８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～

（８月は５日に開催します）

。*・○。*・● ６月 に よ く 読 ま れ た 本  ベスト１０ ●・*。○・*。

比　　　較 ▲ 239 ▲ 150 ▲ 797 ▲ 7

≪ おてがみ ≫

28年度 4,872 1,418
29年度

入館者数
4,633

貸出人数
1,268

貸出冊数
6,261

。*・○。*・● ６月 の 利 用 状 況 報 告 ●・*。○・*。

。*・○。*・● 図書館職員オススメの一冊 ●・*。○・*。

7,058

登録者数
12
19

。*・○。*・● 開館日カレンダー ●・*。○・*。

≪ バラのデコパージュ展 ≫

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

≪ 眠りを考える ≫

１位 はなちゃんのみそ汁       安武信吾        文芸春秋 
１位 血管を強くする「水煮缶」健康生活 女子栄養大学栄養クリニック アスコム 
１位 ぷろぼの            楡周平         文芸春秋 
１位 猫の傀儡            西条奈加        光文社 
１位 なぜ韓国は、パチンコを全廃できたのか 若宮健      祥伝社 
１位 ピエロがいる街         横関大         講談社 
１位 ヨチヨチ父 とまどう日々    ヨシタケシンスケ    赤ちゃんとママ社 
８位 深川群狼伝           鳥羽亮         講談社 
８位 虹は消えた           佐藤愛子        角川書店 
８位 知っておきたいスポーツ・テーピング 原田一志      ベースボールマガジン社 

『野尻抱影 ～星は周る～』 野尻抱影 著 平凡社 
 

図書館ではひと足早くたなばた会を開催したが、梅雨末期を迎え満天の星空は

しばらくお預け。本書での星空探訪も一つの方法かも。 

この本は作者名がそのまま題名になっているが、野尻抱影は明治１８年生まれ

で英文学者にして天文随筆家。末弟は「天皇の世紀」や「鞍馬天狗」の著者であ

る作家の大佛次郎。 

天文少年として星空を仰ぎ始めてより生涯にわたって星への想いを書きそして

語った彼は「星の文人」とまで呼ばれ「冥王星」の名付け親でもある。 

本書は彼が書いた星にまつわる何冊かを底本として編集し直したものであり、

Ⅲ部構成となっているが、どのページからでも気楽に読むことができる。日頃、

何気なく仰ぎ見る星空には限りないロマンが秘められていることをも教えてくれ

る一冊でもある。 

今月は館長が 
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 

日野申子（しんこ）先生とその教室の皆

さんのバラをテーマにしたデコパー

ジュ作品を展示します。 
 

期間：７月２７日（木）まで 

 暑くて寝苦しい夜が続きますが、しっかり

眠ってすっきり起きることは、夏バテや熱中

症予防にも大切だそうです。 

 快眠・熟睡するにはどうしたら良いか、そ

の効果は・・。そして、赤ちゃんが寝ないと

お悩みの保護者さんにも役立つ本をピック

アップしました。 

 ７月２３日は”ふみのひ”（おてがみの

日）です。そこでおてがみの出てくる絵本

を集めました。 

 みんなはどんなおてがみを書くのかな？ 

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

 

 

 ６月の食育月間に合わせ、隠岐の島町保健課・栄養

士の三島さんと協力し、６月10日（土）に食育イベン

ト「親子でやさい博士！」を開催しました。 

 

 紙芝居や絵本の読み聞かせの他、野菜の栄養のお話、

クイズや、やさいスタンプ遊びなど盛りだくさんの１

時間でした。 

／野菜ってこんな形なんだ～！＼ 
やさいスタンプ遊び、好評でした！ 

 図書館の入口正面の特集コーナー

では食に関する本の紹介も。 

 ６月２５日（日）に放送大学の公開講座

が行われました。 

 今年も放送大学松江センター長の佐々有

生先生を講師に「美術に親しむⅣ セザン

ヌの足跡を追う」というテーマで、先生自

らが南フランスで撮影したセザンヌゆかり

の風景を写真と映像で紹介いただきました。 

 絵の特徴なども解説いただき、今後セザ

ンヌの絵を見る際の参考になりました。 

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

工作で使う牛乳パックなど収

集を呼びかけたところ、たく

さんの方にご協力頂きました。 

ありがとうございました！ 


