
請求記号

007-ｲ
175-ｼ
291-ﾆ
302-ﾎ
345-ﾐ
367-ﾛ
375-ｶ
453-ﾀ
457-ｷ
481-ﾅ
493-ﾀ
498-ｶ
537-ﾊ
538-ﾄ
547-ﾆ
593-ﾏ
594-ｷ
596-ﾔ 隠岐のふしぎ発見講座３
602-ｾ
627-ﾀ
645-ﾌ
653-ｾ
675-ｲ
689-ｽ
694-ｽ
726-ﾐ
748-ｵ
910-ﾔ
911-ﾔ
949-ｱ
983-ｱ
B384-ﾐ
BF-ｲ
F-ｱ
F-ｳ
F-ｵ
F-ｶ
F-ｻ
F-ｼ
F-ﾆ
F-ﾊ
F-ﾊ
F-ﾋ

S175-ﾐ
S217-ｵ
S217-ｼ
S217-ﾀ
S288-ﾖ
S388-ｲ
S601-ｵ
S911-ｼ
S911-ﾀ

ＮＨＫ出版

うれし、たのし、ウミウシ。 中嶋康裕

日本カセットテープ大全　愛すべき記録メディアの集大成！

知識ゼロからの恐竜入門

トコトンやさしい自動車エンジンの本
ドローンのすべて

型紙いらずの着物リメイク　チュニック＆ワンピース

実業之日本社

松下純子

幻冬舎
岩波書店

家事で脳トレ６５　３歩あるくと忘れる、人の名前が出てこなくなったら

家計を元気にする税金活用術　「節税」から「活用」へ
明石書店
中央経済社

誠文堂新光社

仕事に使える動画術　成功例に学ぶＹｏｕＴｕｂｅ活用とオリジナル動画作成法 家子史穂　ほか

河出書房新社
ボンジュール！キルト　パリ色のおしゃれなバッグと小物 キャシー中島　ほか

地域産業の「現場」を行く　第８集 関満博 新評論

誤解だらけの“イヌの気持ち”　『イヌのこころ』を科学する 藤田和生 財界展望新社

母は汚屋敷住人
加藤俊徳 主婦の友社

歴史認識の違いはこうして生まれる　日中韓教科書読み比べ 金谷俊一郎 祥伝社

洋泉社

柳沢英子

主婦の友社

イカロス出版

湊義和

ボルジギン・ブレンサイン∥編著

柳家紫文

日本の火山図鑑　１１０すべての活火山の噴火と特徴がわかる 高橋正樹

にっぽん全国たのしい船旅　２０１５－２０１６

ゆうゆう編集部∥編

内モンゴルを知るための６０章

新潮社水木しげる　ほか

浜野周泰∥監修

小学館

翔泳社

恐竜くん

高嶋あがさ

原田了 日刊工業新聞社

金園社高柳良夫

書　い　た　人 出版社本　の　名　前

山川出版社諸国神社一宮・二宮・三宮 渋谷申博
今すぐ使えるかんたんＷｉｎｄｏｗｓ　１０ オンサイト　ほか 技術評論社

声

河出書房新社

ポプラ社

東京創元社

世界の巨樹と絶景の森

山崎豊子スペシャル・ガイドブック

水木しげる　鬼太郎、戦争、そして人生

トルコ捨駒スパイ事件

戦争は終わっても終わらない　大石芳野写真集

洋泉社

藤原書店

宮本常一
岩波書店

アーナルデュル・インドリダソン

スマートフォンの使いづらさを徹底的に解消する本

大石芳野

人生に役立つ都々逸読本　七・七・七・五の法則

稼げる観光　地方が生き残り潤うための知恵 鈴木俊博

学研パブリッシング

・・・　新 刊 本 紹 介　・・・

辰巳出版

６０歳からの「ひとり暮らし」実例とアイデア集

やせる！老けない！チアシードレシピ　１日１スプーンきれいな人の新習慣

新潮社林真理子　ほか

海に生きる人びと

海竜社

はじめての楽しい盆栽入門　悩みスッキリ人気樹種の徹底研究！

ボリス・アクーニン

東京零年 赤川次郎 集英社

隠岐の島町合併１０周年記念誌 隠岐の島町∥編 隠岐の島町
島根県総務部総務課∥編集

島根県
島根県総務部総務課竹島問題に関する調査研究報告書　平成２５年度

出雲の民話 石塚尊俊　ほか∥編
吉川弘文館出雲尼子一族 米原正義

葉室麟

徳間書店

羽田圭介

島本理生

新潮社

新潮社

流

文芸春秋

鬼神の如く　黒田叛臣伝
東山彰良

似非遍路
夏の裁断

スクラップ・アンド・ビルド

沢田ふじ子

西村賢太

大阪大学大学院文学研究科隠岐の島の産業と生活　隠岐の島町調査報告１
未来社

しおなりの会
田中省禅川柳句集　隠岐 田中登志

小室賢治∥編潮鳴　３～５号

ジャイロスコープ 伊坂幸太郎 新潮社

加藤美香子∥編

痴者の食卓

水若酢神社　通巻７５号　島後に鎮まる隠岐国一宮 デアゴスティーニ・ジャパン

講談社

竹島の日　条例制定１０周年記念誌

文芸春秋

為吉　北町奉行所ものがたり 実業之日本社宇江佐真理
荻原浩
海堂尊スカラムーシュ・ムーン

金魚姫
新潮社
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７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 

２０１５．９ vol.１２４ 

 隠岐の黒曜石は３万年前から中国地方を中心として各地に運ばれており、隠岐

を中心とした人・文化の交流について紹介します。 

 

日時： ９月２７日（日）１３：３０～１５：３０ 

場所： 図書館 研修室 
 

 ※松江市で開催された「隠岐世界ジオパーク講座」をベースとした内容になります。 

隠岐のふしぎ発見講座２ 

隠岐の大地が生み出した 

不思議な生態系 

 
 ８月30日（日）に開催した隠岐のふしぎ発

見講座、第２回目は「隠岐の大地が生み出し

た不思議な生態系」がテーマでした。 

 隠岐は高山植物が海岸沿いに分布するなど

他にはない不思議な環境が見られ、なぜその

ような生態系が生まれたのか、島の成り立ち

から分かりやすく解説。 

 受講された方も熱心に聞いておられ、さま

ざまな質問が飛び交いました。 



★展示コーナー ★特集コーナー

★えほんコーナー

　９月 １０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
○民話を語る会　10月４日　14:00～
○隠岐アゴラ　10月10日　14:30～

もっと便利に　図書館活用術

9比　　　較 ▲ 850

開館日カレンダー

≪ 「芸術」の秋!! ≫

・・・ 展 示 コ ー ナ ー ＆ 特 集 コ ー ナ ー ・・・

登録者数

・・・ ８月 の 利 用 状 況 報 告 ・・・

≪ペットと暮らす ≫≪ デコパージュ展 ≫

・・・ 図書館職員オススメの一冊 ・・・

貸出冊数貸出人数入館者数

▲ 57
1,589
1,53227　年　度

27

・・・ ８月 に よ く 読 ま れ た 本  ベスト１０・・・

26　年　度
1,104
5,168 8,510

367,6606,272

１位 火花                又吉直樹      文芸春秋 
２位 窓ぎわのトットちゃん        黒柳徹子      講談社 
３位 龍は眠る              宮部みゆき     新潮社 
３位 謎解きはディナーのあとで３     東川篤哉      小学館 
３位 虚ろな十字架            東野圭吾      光文社 
３位 狗賓童子の島            飯嶋和一      小学館 
３位 もたない、すてない、ためこまない。身の丈生活 アズマカナコ 主婦の友インフォス情報社  
３位 闇に咲く              あさのあつこ    PHP研究社 
３位 一重＆奥二重さんの激変メイクブック 新見千晶      KADOKAWA 
３位 朝が来る              辻村深月      文芸春秋 

賑やかな夏も終わり、そろそろゆっくりとした時間を過ごしたい。そんな時

は温泉にでも行って癒されたいものです。 

昔は暑い時期に温泉なんてと思ったりしていたのですが、温泉にちょくちょ

く行くようになり、熱い湯につかった後にクーラーの効いた涼しい部屋でのん

びりするという心地よさを体感してからというもの、年中温泉に行きたい病に

かかっています。 

 

それはさておき、今回紹介する本はテレビなどでも活躍している脳科学者、

茂木健一郎氏と温泉エッセイストの山崎まゆみさんによる対談エッセイ集『お

風呂と脳のいい話』です。この本では入浴時の脳の活性化や、脳のメンテナン

ス機能などについて脳科学的な視点で語られています。 

これを読んでお風呂の脳に与える科学的な作用について少し学んでから入る

温泉もまた格別かもしれません。 

 

今月は永海が 
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 

『お風呂と脳のいい話』 茂木健一郎・山崎まゆみ／著 東京書籍 

9月20日から26日は、「動物愛護週
間」です。動物を飼っている人はも
ちろん、飼えない人も、かわいい
ペットの姿を見て楽しみませんか？ 

絵や歌、きれいなもの… 

芸術の秋にぴったりな 

絵本を紹介しています。 

日野申子先生とその教室の皆さんのデコパー

ジュ作品が展示されています。 
 

期間：１０月２０日（火）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

   

 

 県立図書館からお借りした「おすすめし

たいこどもの本」と「学校図書館のための

ミニブックフェア」の本。夏休みで図書館

に来ていた子どもたちがよく手にとって見

ていました。 

 

 

 

ブックフェアのタイトルとイラストは職場体

験に来てくれた中学生が書いてくれました！ 

 
 

 図書館に来て本を探すとき、一番に思い浮か

べるのはなんでしょう？ 検索機でしょうか？ 

それとも館内案内図？ 

 お目当ての本がなかなか見つからない時は是

非、図書館職員までお尋ね下さい。 

 レファレンスサービスといって、図書館の資

料を使って調べ物をするお手伝いをしています。 

  

～これまでの例～ 

・御霊会についての本はありませんか？ 

・広告を使ったカゴの作り方を調べたいです。 

・スピーチの本はありませんか？ 

 …など。 

 

 具体的な書名が分からなくても一緒にお探し

します。そのものズバリの本がなくてもヒント

になる本を紹介することもできますのでお気軽

にご利用ください。 

 
 

 貸出中の本や公民館などにある本を予約す

ることができます。 

 また、図書館にない本はリクエストするこ

ともできます（マンガや視聴覚資料など一部

リクエストを受けられないものもあります） 

 リクエストを受けた資料は新たに購入した

り他の図書館から借りたりして資料を貸し出

します。 

 

 どちらも資料が準備でき次第、電話でご連

絡差し上げますので、ご希望の方は職員まで

お申し出ください。 

 
 

 図書館にある資料は著作権の範囲内でコピー

をすることができます（雑誌の最新号、当日の

新聞はコピーできません） 

 禁帯出で貸し出しのできない本や必要なペー

ジが多くてノートに書き写しきれない…といっ

た場合などに便利です。 

 カウンターで職員までお申し込みください。 

（モノクロのみ／１枚１０円） 


