
請求記号

019-ﾎ
151-ｶ
289-ｵ
289-ﾀ
290-ｻ
293-ｸ
317-ﾜ
369-ﾊ
379-ﾐ
383-ｼ
480-ｶ
492-ｲ
492-ｺ
493-ｹ
498-ﾀ
499-ｻ
499-ｾ
538-ﾂ
590-ｻ
594-ｷ
596-ｲ
596-ｶ
596-ﾅ
596-ﾊ
646-ﾜ
661-ｷ
711-ﾔ
773-ｱ
773-ｱ
778-ｱ
778-ｼ
910-ﾆ
914-ﾂ
914-ﾊ
914-ﾖ
915-ﾑ
933-ｶ
933-ﾐ
F-ｱ
F-ｱ
F-ｲ
F-ｳ
F-ｻ
F-ｼ
F-ｼ
F-ｾ
F-ﾊ
F-ﾋ
F-ﾜ

S521-ｺ
S539-ﾔ
S911-ﾋ

いまからスタート　マイナンバー制度がだれでもわかるＱ＆Ａ・チェックリスト 渡邉雅之 第一法規

飛内賢正∥監修 講談社

東邦出版

信州人　虫を食べる 田下昌志　ほか

生涯健康脳　こんなカンタンなことで脳は一生、健康でいられる！

無理して学校へ行かなくていい、は本当か

検査結果なんでも早わかり事典
血液のがん　悪性リンパ腫・白血病・多発性骨髄腫　イラスト版

よく効く手づくり野草茶

集英社

境野米子

ＰＨＰ研究所
信濃毎日新聞社

ＤＶＤつき体を変える！整える！足ケア＆マッサージ

学研プラス

水野達朗

片野ゆか

小橋隆一郎

瀧靖之

主婦の友社

誠文堂新光社木下あゆみ

お金をかけずに海外パックツアーをもっと楽しむ本 ＰＨＰ研究所

小学館

ふたり暮らしのシニアごはん 中野佐和子

創森社
日本の知恵ぐすりを暮らしに　身近な食材でからだ調う 瀬戸内和美∥文

受け継ぐ暮らし　より子式・四季を愉しむ家しごと 坂井より子 技術評論社

糖質オフだから毎日食べてもふとらないお菓子 石沢清美 主婦の友社

動物翻訳家　心の声をキャッチする、飼育員のリアルストーリー

池田明子、佐佐木景子

地球丸

書　い　た　人 出版社本　の　名　前

集英社悪の力 姜尚中
私的読食録 堀江敏幸　角田光代 プレジデント社

小和田哲男

清流出版

幻冬舎

佐藤治彦

アンドレス・ダンサ　ほか

母がおカネをかくします。　介護１１０番 吉川浩∥編

知識ゼロからの真田幸村入門

久保田由希

悪役　世界でいちばん貧しい大統領の本音

片山三彦

ニュートンプレス

汐文社

主婦の友社

誠文堂新光社

日本文学風土学会∥編
ポプラ社

ＮＨＫドラマ番組部∥監修

ニワトリと暮らす

山田梨絵

あらすじで読む名作狂言５０選

和食器のきほん 浜裕子

小林責∥監修　森田拾史郎∥写真

誠文堂新光社金万智男、三好かやの
和田義弥

人生下り坂最高！　ＮＨＫにっぽん縦断こころ旅

四季と行事を楽しむソープ・カービングの教科書

地球丸

・・・　新 刊 本 紹 介　・・・

ソレイユ出版

かわいいドイツに、会いに行く

ついに到達！冥王星　太陽系探査の最前線

世界文化社多田富雄∥監修　森田拾史郎∥写真

日本文学の空間と時間　風土からのアプローチ

世界文化社

北欧テイストの編み込みこもの

火野正平　ほか

いつまでも若いと思うなよ 橋本治 新潮社

冬の光 篠田節子 文芸春秋
瀬戸内寂聴

幻冬舎

新潮社わかれ

ウォーク・イン・クローゼット 綿矢りさ

ＮＨＫ出版

山陰中央新報社山陰中央新報社出版部∥企画・編集国宝松江城　美しき天守
講談社

三和書籍
思潮社戯れ言の自由 平田俊子

山本謙島根核発電所　原発その光と影

東野圭吾

集英社
新潮社

人魚の眠る家

小学館

ラオスにいったい何があるというんですか？　紀行文集 文芸春秋村上春樹
ロバート・ガルブレイスカイコの紡ぐ嘘　上・下 講談社

宇江佐真理

河出書房新社

池井戸潤

朝井リョウ

文芸春秋

講談社

大川契り

講談社

竃河岸
西条奈加

今日をいっしょうけんめいで生きる 吉沢久子 海竜社

明治・金色キタン 畠中恵 朝日新聞出版

・・・　図書館の12月の催し　・・・

図書室で暮らしたい 辻村深月 講談社

朱川湊人

だれもが知ってる小さな国　Ｃｏｌｏｂｏｃｋｌｅ　Ｓｔｏｒｙ

黒のコスモス少女団

朝ドラの５５年　全９３作品完全保存版　連続テレビ小説１９６１年から２０１５年

勉誠出版

誠文堂新光社

出島の千の秋　上・下
世にも奇妙な君物語

下町ロケット　２　ガウディ計画

デイヴィッド・ミッチェル

有川浩

燻製作りの基本　Ｏｕｔｄｏｏｒ　Ｂｅｇｉｎｎｅｒ’ｓ　Ｇｕｉｄｅ　Ｌｅｔ’ｓ　ｓｍｏｋｅ！

あらすじで読む名作能５０選

私、海の漁師になりました。　就業ナビ＆成功事例

年末年始の休館のお知らせ 

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１１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 

２０１５．１２ vol.１２７ 

 図書館は12月28日（月）から１月４日（月）まで休館いたします。 

 

 なお、休館中の本の返却は、図書館入口横の返却ポストにお入れくださ

い。（ＣＤやＤＶＤ・ビデオなどは壊れやすいため、ポストには入れず、

開館後にカウンターまでお願いします） 

 

 ご利用の皆様にはご迷惑をお掛けしますが、ご理解いただきますようよ

ろしくお願いいたします。 

12月12日（土）は夜21時まで

図書館を開館して皆様のお越しを

お待ちしています。 

 

19時からはB.J.L（川﨑利博氏）

のクリスマスサックスコンサート

も行われます！ 

12月19日（土）お昼15時から 

けんしゅうしつ 

 
クリスマス絵本の読み聞かせや工作

をするよ！ 

今年もサンタさん来てくれるかな？ 



★展示コーナー ★特集コーナー

★えほんコーナー

※平成26年度11月上旬はカウンターが故障していたため入館者数が減少しております。ご了承ください。

　１２月 １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　第1日曜　14:00～
　　※1月は10日（日）に開催します
○隠岐アゴラ　第2土曜　14:30～
　　※12月は13日（日）に開催します

4比　　　較 ▲ 278

開館日カレンダー

≪ ゆき ≫

・・・ 展 示 コ ー ナ ー ＆ 特 集 コ ー ナ ー ・・・

登録者数

・・・ １１月 の 利 用 状 況 報 告 ・・・

≪我が家 ≫≪ 小中学生の租税作品展 ≫

・・・ 図書館職員オススメの一冊 ・・・

貸出冊数貸出人数入館者数

▲ 63
1,501
1,43827　年　度

14

・・・１１月 に よ く 読 ま れ た 本  ベスト１０・・・

26　年　度
632

4,789 7,632
187,3545,421

１位 殺人鬼の献立表 Team・HK    あさのあつこ      徳間書店 
２位 噂の女             奥田英朗        新潮社 
２位 火花              又吉直樹        文芸春秋 
２位 蘇生              五十嵐貴久       PHP研究所 
２位 こんなにすごいキウイパワー               学研パブリッシング 
２位 怒鳴り癖            藤田宜永        文芸春秋 
２位 和僑              楡周平         祥伝社 
８位 薬草の自然療法         東城百合子       池田書店 
８位 極道放浪記           浅田次郎        ベストセラーズ 
８位 同級生             東野圭吾        祥伝社 

クリスマスの季節ですね。我が家の子どもたちも、毎晩お布団に入ってか

らサンタさんにおもちゃをお願いしています。この季節になると思いだすの

が、この本です。 

「幼い日に、心からサンタクロースの存在を信じることは、その人の中に、

信じるという能力を養う」という文は、忘れることのできない一文でした。

（これも、アメリカの児童文学評論誌に掲載された文章を引用したもので

す） 

この本は、私が司書の仕事を始めたころ（残念ながらもう随分前になって

しまいますが…）、先輩に「これは読んでおいて」と渡された１冊です。子

どもがお話の世界で自由に空想するということ、また、目に見えないものを

信じることが、心の豊かさにとってどんなに大切か、ストンと腑におちたの

を覚えています。 

子どもの読書に関わる人だけではなく、子どもに関わる人全てにおすすめ

したい本です。 

 

今月は住田が 
紹介します！ 

してみてください。 るか、購入してお届けします。 

色の日は休館日 

『サンタクロースの部屋―子どもと本をめぐって』 松岡享子著 こぐま社 

生活の基盤である「家」のこと。 
年末に役立ちそうな掃除本や家作り、
家族の本を中心にそろえました。 

そろそろ雪が舞う季節。 

雪の絵本で楽しい冬を過ごしましょ

う！ 

町内の小中学生の税に関する書道や作文、絵ハ

ガキなどを展示しています。 
 

期間：12月24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 31

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

Let's 理科読 

 
 11月23日（月・祝）にガリレオ工房の土井美香

子先生と阿部國廣先生をお迎えし、理科読講座を

開催しました。 

 今回は堆積岩、砂岩、化石などいろいろな石の

観察や隠岐の島の成り立ちをお話いただきました。 

隠岐のふしぎ発見講座５ 

 

 11月29日（日）に隠岐のふしぎ発見講座の第5回目を 

開催。ジオパーク推進協議会の平田正礼氏が講師となり、 

幕末におこった隠岐騒動を当時の日本の情勢をみながら 

解説されました。 

 連続講座は今回が最終回でしたが、予想以上の反響があり、 

今後も地域に密着した講座を開催していけたらと思います。 

 
 10月31日（土）と11月1日（日）に図書

館まつりを開催。 

 グループ隠岐の島「緑水」の方による隠

岐ジオパーク自作造形作品展や隠岐空港50

周年展、古本市、民話を語る会などを行い

ました。 

 

 造形作品展を目当てに普段あまり図書館

に来られない方も多く足を運んでください

ました。 

絵本の紹介 

石をハンマーで叩い

て割ってみよう 

黒曜石の矢じりで紙

を切ってみよう 
 古本市は約40,000円の売り上げとなり

ました。雑誌の購入など図書館資料の充

実に使わせていただきます。ありがとう

ございました！ 


