
請求記号

007-ﾜ
024-ﾅ
134-ｽ
288-ｼ
304-ｼ
331-ｲ
332-ﾅ
367-ﾀ
369-ｳ
374-ｲ
383-ｲ
458-ﾀ
498-ｼ
498-ﾁ
498-ﾐ
498-ﾔ
559-ｾ
572-ｲ
591-ｽ
596-ﾆ
673-ｺ
778-ｽ
783-ﾆ
914-ｱ
914-ｲ
914-ｸ
914-ｻ
914-ｼ
914-ｼ
F-ｱ
F-ｵ
F-ｶ
F-ｼ
F-ｼ
F-ﾂ
F-ﾄ
F-ﾊ
F-ﾋ
F-ﾋ
F-ﾏ
F-ﾐ
F-ﾐ
F-ﾐ

S217-ｼ
S217-ﾏ
S319-ﾄ
S319-ﾘ
S376-ﾐ
S689-ｺ
S709-ｵ
S816-ﾄ
S911-ｵ

少年時代 安野光雅

日本服飾史　男性編・女性編　風俗博物館所蔵
高橋直樹　ほか 全国農村教育協会

格差大国アメリカを追う日本のゆくえ 中原圭介 朝日新聞出版

鄭信義 講談社

世界で一番すてきな学級通信 生稲勇

離島で研修医やってきました。　お医者さん修行中コミックエッセイ

児童養護施設の心理臨床　「虐待」のその後を生きる

島大病院ちょっと気になる健康講座
“スマホ首”があらゆる不調を引き起こす！

やせるおかず作りおき

光村推古書院

柳沢英子

日本評論社
ベストセラーズ

板子一隆　ほか

講談社

誠文堂新光社

石ころ博士入門

ニュースで伝えられないこの国の真実
東京書籍
ＫＡＤＯＫＡＷＡ

講談社

頂点への道 錦織圭　ほか

小学館
戦国武器甲冑事典　カラー版 ユニバーサル・パブリシング株式会社∥編

お金が貯まるのは、どっち！？ 菅井敏之 アスコム

こだわり＆人気雑貨店とカフェのデザイン パイインターナショナル

ポール・ストラザーン

朝日新聞出版

ＷＡＶＥ出版

辛坊治郎

塩野七生

恋する理由　私の好きなパリジェンヌの生き方 滝川クリステル

９０分でわかるハイデガー

池上彰　ほか

昭和天皇実録　第１・２

新潮社黒柳徹子
五木寛之

鈴木京香

秀和システム

文芸春秋

内海新祐

井筒雅風

島根大学医学部付属病院∥監修・編集

水谷緑　ほか∥協力

今井書店

学研パブリッシング新谷友里江

書　い　た　人 出版社本　の　名　前

産業編集センターほんほん本の旅あるき 南陀楼綾繁

Ｗｏｒｄ　＆　Ｅｘｃｅｌで困ったときに開く本　２０１５ 朝日新聞出版

山川出版社

文芸春秋

丁寧に暮らすために。　ｍｙ　ｆａｖｏｒｉｔｅｓ　Ａ　ｔｏ　Ｚ

孫物語

トットひとり

ブラック・ベルベット

私の息子はサルだった

火花

ラプラスの魔女
山月庵茶会記

祥伝社

新潮社

金原ひとみ

世界はゴ冗談

双葉社
朝井リョウ

余命　これからの時間をいかに豊かに生きるか

佐野洋子

夏の雷音 堂場瞬一
筒井康隆

日本人へ　リーダー篇

小路幸也 文芸春秋

武道館

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

リバース

日本経済新聞出版社

集英社

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

東野圭吾

又吉直樹

講談社

宮部みゆき

火坂雅志

葉室麟

新潮社
小学館

しまねの古代文化　第２１号　古代文化記録集 島根県古代文化センター∥編 島根県古代文化センター

松江市史編集委員会 ∥編
内外出版（印刷）
松江市松江市史　通史編 1　自然環境・原始・古代

未来を変えた島の学校　隠岐島前発ふるさと再興への挑戦 山内道雄　ほか
岩波書店

・・・　新 刊 本 紹 介　・・・

文芸春秋

島嶼研究ジャーナル　第４巻１号

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

希望の資本論　私たちは資本主義の限界にどう向き合うか

講談社
毎日新聞出版劉邦　上

これだけ！電池

新潮社椎名誠

持たざる者

文芸春秋

ジャーで楽しむサラダレシピ　かんたんおいしい続けられる！

天下　上・下　家康伝

宮城谷昌光
湊かなえ

過ぎ去りし王国の城

恩田陸

明日の色 新野剛志 講談社
踊り子と探偵とパリを

山陰中央新報　ほか環（めぐ）りの海　竹島と尖閣国境地域からの問い

隠岐の文化財　３２

文芸隠岐　第２０号

「隠岐の文化財」編集委員会∥編

島後作文集「おきの子ら」編集委員会∥編島後作文  おきの子ら　６１号 島根県教職員組合島後支部文化部

隠岐の島町・海士町・西ノ島町・知夫村教育委員会

岩波書店

（公財）隠岐の島町教育文化振興財団

離島エコツーリズムの社会学　隠岐・西表・小笠原・南大東の日常生活から 古村学 吉田書店

小室賢治  ほか∥編

６月13日（土）は図書館を21時まで開館します！ 

 

●読んで考え 想いて語る 隠岐アゴラ 18：30～20:00 （研修室） 

 隠岐アゴラメンバーによる本の紹介・民話の語り 

●ミニ古本市 18:00～21:00 （エントランス付近） 

 １冊10円から 

●としょカフェ 18:00～21:00 （ブラウジングコーナー） 

 お１人50円で飲み放題のセルフドリンクバー 

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。 

今年も図書館でたなばた会をします。 

絵本を読んだり、短冊にお願いごとを書いたり… 

みんなで楽しみましょう！ 

 

７月４日（土）15時～16時 図書館研修室 

放送大学公開講座 美術に親しむⅡ 

 講師：放送大学島根学習センター所長 佐々有生氏 

 
没後125年にあたるゴッホの足跡を追います。 

現在の南フランスの風景や暮らしについても 

広く楽しく親しんで頂ける講座です。＜要申込＞ 

 

7月5日（日） 10時～11時30分 図書館研修室 



★展示コーナー ★特集コーナー

★えほんコーナー

　６月 　７月 定例行事
○はじめてのえほん
　毎週日曜日　10:30～  

○おはなしのへや
　毎週土曜日　15:00～
○おもちゃのへや
　毎週金曜日　14:00～16:00
○ブックトークの会
6月6日（土）　14:00～

16比　　　較 95

開館日カレンダー

≪ おてんき ≫

・・・ 展 示 コ ー ナ ー ＆ 特 集 コ ー ナ ー ・・・

登録者数

・・・ ５月 の 利 用 状 況 報 告 ・・・

≪ＬＥＴ’Ｓ　ＤＩＹ ≫≪ 健康な食生活のために ≫

・・・ 図書館職員オススメの一冊 ・・・

貸出冊数貸出人数入館者数

118
1,207
1,32527　年　度

16

・・・ ５月 に よ く 読 ま れ た 本  ベスト１０・・・

26　年　度
234

4,429 6,567
326,6624,663

隠岐アゴラの会、開催中 
毎月第２土曜日 １４：３０～ 

 

 隠岐アゴラは参加者がお気に入りの本

を持ち寄り、その魅力を紹介しあう会で

す。本が好きな方、イベント好きな方、

ぜひご参加ください。 

 

 次回は７月11日（土）です 

１位 サラバ！ 下            西加奈子      集英社 
１位 火星に住むつもりかい？       伊坂幸太郎     光文社 
１位 ナイルパーチの女子会        柚木麻子      文芸春秋 
４位 燃えよ剣 下            司馬遼太郎     新潮社 
４位 一路 上下             浅田次郎      PHP研究所 
４位 その後のツレがうつになりまして。  細川貂々      幻冬舎 
４位 マスカレード・イブ         東野圭吾      集英社 
４位 湖底の城 ５巻           宮城谷昌光     講談社 
４位 サラバ！ 上            西加奈子      小学館 
４位 桑港特急              山本一力      文芸春秋 

国民的な愛唱歌でもある「故郷」。東日本大震災の発生後、避難所となった

体育館で、高校生の女子生徒がみんなを慰めようとトランペットでこの曲を吹

いている映像をご記憶の方も多かろう。また、ある年代以上の方々の中には異

郷の地にあってこの曲に特別な思いを寄せた経験をお持ちの方もおられよう。 

本書は大正時代につくられた「故郷」の歌詞を手引き役として、大きな変化

を遂げたふるさとの生物と環境の関係を保全生態学の切り口から読み解いた書

である。具体的には「ウサギ追いしは山の変化」「小ブナ釣りしは川の変化」

「山は青きは森林の変化」「いかにいます父母は社会の変化」と述べられてい

るが、東日本大震災によりそんなふるさとを喪失した福島県からのレポートに

は胸を打たれる。 

既に失われてしまったふるさとの原風景であるが、作者はこの歌がいつまで

歌い継がれるであろうかと問題を投げかけている。50年後、その答えやいかに。 

本書は隠岐の良さを改めて見直すきっかけにもなるであろう。 

今月は佐々木が 
紹介します！ 

てみてください。 るか、購入してお届けします。 

色の日は休館日 

『 唱歌「ふるさと」の生態学』 高槻成紀∥著 山と渓谷社 

網戸の補修、テーブルを作るといったこと
から、芝の庭を作る、ツリーハウスをつ
くってしまう、といったことまで。 
初心者でも、参考になる本を集めました。 

６月は雨の日が多いけど明日は晴れ

るかな？ おてんきに関する絵本を

特集しています。 

 ６月は食育月間です。普段何気なく口にして

いる食べ物の塩分がどのくらいかご存知です

か？ 減塩のポイントなどを楽しく学んで健康

的な食生活をおくりましょう。 
 

期間：６月２５日（金）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

暮らしに役立つ図書館講座 

 4月23日の子ども読書の日にちなんで、5月5

日（火）に「子ども読書の日スペシャル」を開

催しました。 

 今年は隠岐民話の会の方々にご協力いただい

て「こぶとりじいさん」「エビの腰が曲がった

話」「唐人屋のカッパの話」の３つの民話を

語って頂きました。語り手さんの方言が親しみ

やすく子どもたちはもちろん、大人の方も楽し

んでおられるようでした。 

 その後、大型絵本を読んだり、新聞紙でボー

ルを作ったり、和やかな雰囲気で会を終えるこ

とができました。 

ホームページとｅメールの 

アドレスが変わりました 
 

 隠岐の島町のホームページリニューアルに

伴い、図書館のアドレスも変更されました。 

 新しいアドレスは以下の通りです。 

 

【ホームページ】 

 http://www.town.okinoshima.shimane.jp/ 

www/genre/1427787223504/ 

【eメール】 

 s-tosho@town.okinoshima.shimane.jp 

 

 ブックマーク・リンクなどされている方は、

お手数をお掛けしますが変更をお願いします。 

 塩分測定器の貸し出し開始にあわせて5

月23日（土）10時半から役場保健課の三島

裕子さんに講師をしていただき、健康講座

を開催しました。 

 塩分をとりすぎるとなぜ体に悪いのか、

わかりやすく解説してもらい、試食を織り

交ぜながら楽しく減塩のコツを学びました。 

 今回は幅広い年齢層の方が参加され、ま

たこういった講座をシリーズ化して欲しい

という声もあり好評でした。 

▲試食の２品 

 生姜やレモンを使うと 

 減塩になるそうです！ 


