
請求記号

007-ﾌ
210-ﾋ
251-ﾎ
280-ﾀ
289-ｼ
289-ﾔ
293-ﾌ
304-ｲ
319-ﾔ
330-ﾀ
336-ｵ
367-ｵ
379-ｻ
385-ｽ
395-ｵ
455-ｹ
498-ｶ
528-ｶ
539-ｻ
591-ｵ
593-ﾅ
596-ｲ
596-ｵ
645-ｳ
664-ﾄ
673-ｳ
675-ｵ
721-ｳ
728-ｳ
762-ｻ
772-ｱ
787-ﾖ
796-ﾂ
837-ｱ
914-ﾀ
F-ｱ
F-ｱ
F-ｲ
F-ｶ
F-ｼ
F-ﾅ
F-ﾊ
F-ﾊ
F-ﾋ
F-ﾋ
F-ﾐ
F-ﾐ
F-ﾔ

F-ﾕ
S291-ｶ
S291-ｼ
S474-ｷ

各催しについて、詳しくは館内配布のチラシ・図書館ＨＰをご覧ください

小学館

ほしのこ 山下澄人 文芸春秋

鎌田慧日本列島を往く　４　孤島の挑戦

梶よう子墨の香 幻冬舎

葉室麟
花村万月

下村敦史

祥伝社

幻冬舎

マスカレード・ナイト

講談社

草笛物語
東野圭吾

きのこを身近に感じるきのこガイドブック　島根県中山間地域研究センター周辺で見られるきのこ

伊坂幸太郎

中山七里

東川篤哉 祥伝社

。*・○。*・●　新 刊 本 紹 介　●・*。○・*。

沖縄県

幕末武士の京都グルメ日記　「伊庭八郎征西日記」を読む

簡単！住まいのＤＩＹマニュアル　水回り〈単水栓・混合栓〉〈トイレ〉

平凡社歌川広景∥〔画〕　　日野原健司

よくわかるタイラバ　絶対釣れる！人気のオフショアフィッシング

誠文堂新光社

お金が勝手に貯まりだす暮らし　家計簿より早起きが効く

赤木春恵

文芸春秋

暮らすように旅するフィレンツェ／トスカーナ　おいしいものと素敵なところの旅手帖 古沢千恵 筑摩書房

福音館書店

沖縄から伝えたい。米軍基地の話。Ｑ＆Ａ　Ｂｏｏｋ　沖縄の米軍基地の疑問を分かりやすく解説

書　い　た　人 出版社本　の　名　前

激動の日本列島誕生の物語　列島誕生ジオ・ジャパン

片づく！見つかる！スピーディー！〈完全版〉超ファイルの技術

「経済」のギモン、ぶっちゃけてもいいですか？　いまさら聞けない！

ＰＨＰ研究所

東京書籍

ずるいえいご 青木ゆか　ほしのゆみ 日本経済新聞出版社

つぼみ 宮下奈都 光文社
宮部みゆき

ネイチュアエンタープライズ

島根県中山間地域研究センター

ライオンは仔猫に夢中

しま山１００選　登山で見つける、新しい島の魅力
岩波書店

新潮社

死神と道連れ 集英社

田淵久美子

集英社

光文社

赤川次郎
末ながく、お幸せに

冨川康之・齋藤惠子∥文・デザイン

ホワイトラビット　ａ　ｎｉｇｈｔ

緑の窓口　樹木トラブル解決します
ワルツを踊ろう
心中旅行

この世の春　上・下

盤上の向日葵

ここが知りたい！デジタル遺品　デジタルの遺品・資産を開く！託す！隠す！

夫の恋を許せますか？　もう一度、彼を信じたいあなたへ

知ってはいけない　隠された日本支配の構造

はじまりは愛着から　人を信じ、自分を信じる子どもに
心に響く葬儀・法要のあいさつと手紙きちんとマナーハンドブック

矢部宏治
高橋洋一

それでも原発が必要な理由（わけ）

なぜあなたの疲れはとれないのか？　最新の疲労医学でわかるすっきり習慣３６

池上彰のこれが「世界のルール」だ！ 池上彰

カナダの歴史を知るための５０章

山村竜也

近影遠影　あの日あの人
ある奴隷少女に起こった出来事

古田雄介

新潮社

佐々木正美

戦争と平和 百田尚樹

実務教育出版

河出書房新社

杉本祐子

すばる舎

ＮＨＫスペシャル「列島誕生ジオ・ジャパン」制作班∥監修

講談社

宝島社

刑部恒男
武石晃一∥監修

ダイヤモンド社

主婦の友社

技術評論社
新潮社

あさのあつこ

扶桑社
佐渡裕

おかべたかし∥文　山出高士∥写真

宇田川一美

津江章二 日本文芸社
ケイエス企画

主婦と生活社

細川道久∥編著

幻冬舎

明石書店

ハリエット・アン・ジェイコブズ

高橋一清

スタジオタッククリエイティブ

桜井よしこ　奈良林直

梶本修身

ワック

青志社

リベラル社大上ミカ

ヘンな浮世絵　歌川広景のお笑い江戸名所

プラス月５万円で暮らしを楽にする超かんたんメルカリ

イカ先生のアオリイカ学　これで釣りが１００倍楽しくなる！

「うさごころ」がわかる本　もっと知りたいうさぎの秘密　無表情なんて言わないで。　４コマ付き 寺尾順子∥監修　井口病院∥イラスト

翔泳社
富所潤

柚月裕子 中央公論新社

あせらず、たゆまず、ゆっくりと。　９３歳の女優が見つけた人生の幸せ

戌年のゆる文字年賀状　筆ペンで書く

藤井聡太　名人をこす少年

女塾

くらべる値段

棒を振る人生　指揮者は時間を彫刻する

新潮社

こどもキッチン、はじまります。　２歳からのとっておき台所しごと 石井由紀子　はまさきはるこ∥絵

月たった２万円のふたりごはん

宇田川まなみ

太郎次郎社エディタス

日本ヴォーグ社中野ユカリ

成山堂書店

奥田けい 幻冬舎
日本文芸社

ちょっとよそ行き

 
11月4日（土）・5日（日）は年に一度の図書館まつりを開催します！ 
 

○グループ隠岐の島「緑水」自作造形作品展（３日～５日） 

○おはなしのへや（４日 15:00～） 

○民話を語る会（５日 14:00～） 

○はじめてのえほん（５日 10:30～） 

○古本市（４日・５日） 

○町民なんでも作品展「これ見て作らっ祭(しゃい)」（４日～30日） 

Let's  
10月７日（土）に Let's 理科読！を開催。今回は「風がはこんだ物語」をテーマに本の紹介や

様々な実験・工作をします。 
 

時間：10:00～12:00／14:00～16:00（２講演とも同内容） 

講師：土井美香子氏（NPO法人ガリレオ工房理事） 

   阿部國廣氏（国引きジオパーク構想推進協議会会員） 

場所：図書館 研修室 

対象：小学生～大人 
共催：隠岐ユネスコ世界ジオパーク推進協議会 

協力：大山隠岐国立公園隠岐管理官事務所 

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９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 

２０１７．１０ vol.１４９ 

 

 
10月14日（土）は夜９時まで延長開館し、午後６時以降にイベントも企画しています。 

 

★カーペンターズ＆スタンダード・ジャズ演奏会 
演奏：B.J.L（五箇診療所 川﨑利博先生） 

時間：18:00～19:15 

★としょカフェ 
お一人50円でおかわり自由です。 



★展示コーナー ★特集コーナー

★えほんコーナー

１０月 １１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～

　　※10月の開催日は21日（土）に変更

。*・○。*・● ９月 に よ く 読 ま れ た 本  ベスト１０ ●・*。○・*。

比　　　較 78 ▲ 27 271 1

≪ まじょ・まほうつかい ≫

28年度 5,238 1,482
29年度

入館者数
5,316

貸出人数
1,455

貸出冊数
6,841

。*・○。*・● ９月 の 利 用 状 況 報 告 ●・*。○・*。

6,570

登録者数
20
19

。*・○。*・● 図書館職員オススメの一冊 ●・*。○・*。

。*・○。*・● 開館日カレンダー ●・*。○・*。

。*・○。*・● 特 集 コ ー ナ ー ●・*。○・*。

≪ やっぱり本が好き！ ≫≪ ごか保育園　子どもたちの作品展 ≫

１位 素敵な日本人          東野圭吾        光文社 
２位 かりそめ            渡辺淳一        新潮社 
２位 蒼の悔恨            堂場瞬一        PHP研究所 
２位 パラドックス13         東野圭吾        毎日新聞社 
２位 ナミヤ雑貨店の奇蹟 
２位 狗賓童子の島          飯島和一        小学館 
２位 MY STYLING BOOK        日比理子        大和書房 
２位 くらべる時代 昭和と平成    おかべたかし      東京書籍 
２位 大人の人見知り         清水栄司        ワニブックス 
２位 祝言島             真梨幸子        小学館 

『知っているようで知らない ものの順序』 ことば探偵団／著 幻冬舎 

 

 “「ものには順序ってものがあるんだ！」と言われた経験はありませんか？”（p.８）

という書き出しでこの本ははじまります。そう言われた経験はなくても、いろいろな場

面でこれはどういう順番でやればよかったのかな？ と思うこともあるでしょう。 

 今回紹介する本、『知っているようで知らない ものの順序』では全ページ、わかり

やすいイラスト入りで「ものの順序」が記されています。例えば、よくある「料亭で座

る席順」や「神社・寺院での参拝の順序」、「シャツに上手にアイロンをかける順序」

といった暮らしに役立つ順序まで、場面ごとに見られるようになっています。中にはこ

んなことにまで順序があったんだ、という発見もあったりして、面白く読むことができ

ます。 

 できれば全部覚えてしまいたいものですが、しばらく使わないと忘れてしまうので、

時々読み返したりもしたい一冊です。 

借りるか、購入してお届けします。 

色の日は休館日 

秋といえば読書の秋！ 

いろんな人がおススメするブックガイ

ドや本の修理、蔵書法など、本に関す

るいろんな本を紹介します。 

１０月３１日はハロウィンです。 

まじょやまほうつかいのでてくる絵

本を紹介しています。 

今月は永海が 
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

 現在、図書館雑誌コーナーで「海中写真展」を開

催しています。 

 すべて都万の海で撮影されたもので、様々な海中

生物が生息している様子が窺えます。 

 ぜひご覧ください。 

 

 期 間 ： 11月５日（日）まで 

     （期間中、一部展示替え予定） 

画像提供： 隠岐の国ダイビング様 

 

 

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

 ８月～９月には門脇幸博様、小泉樹様、ジ

オパーク推進協議会様、原達子様ほか４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

共施設でも活用致します。ありがとうござい

ました。 

 2017  

 毎年、文化の日を中心に２週間（10月27

日～11月9日）は読書週間です。今年の標語

は「本に恋する季節です！」。 

 この秋、気になる１冊を 

手にとってみませんか？ 

 今年度も新しいＣＤ・ＤＶＤが入りました。様々な世代で楽しんで

いただける作品がありますので是非ご覧ください。 

 DVD・CDなどの視聴覚資料はお1人3本まで、貸出期間は1週間です。 
 

  今回入ったＣＤ・ＤＶＤの一部をご紹介 

Ｃ Ｄ『昭和歌謡大ヒット大全集 』 いしだあゆみ ほか∥演奏  日本コロムビア  

Ｃ Ｄ『ＳＭＡＰ ２５ ＹＥＡＲＳ』 ＳＭＡＰ∥歌 JVCKENWOOD  Victor Entertainment 

Ｃ Ｄ『ジャズ１００年のヒット曲』 ノラ・ジョーンズ ほか∥演奏 ユニバーサルミュージック  

ＤＶＤ『家族はつらいよ』 山田洋次∥監督 松竹 

ＤＶＤ『人間になりたがった猫 劇団四季ミュージカル 』 浅利慶太∥構成，演出 NHKエンタープライズ  

ＤＶＤ『ウルトラマン１』 小林昭二∥出演 円谷プロダクション 

ＤＶＤ『ミニオンズ』 カイル・バルダ、ピエール・コフィン∥監督 NBCユニバーサル・エンターテイメント 

ＤＶＤ『水戸黄門 第６部１～８巻』 東野英治郎∥出演 水戸黄門DVD-BX製作委員会  

 ごか保育園の子どもたちによる、木や石な

ど自然の素材を使った工作を展示しています。 

 

期間： 10月29日（日）まで 


