
請求記号

015-ｱ
019-ｲ
141-ﾀ
210-ｺ
289-ｵ
289-ﾏ
324-ﾀ
335-ﾜ
367-ｻ
374-ﾔ
493-ｽ
499-ﾔ
519-ﾐ
596-ｲ
597-ｲ
719-ﾊ
789-ｲ
810-ｶ
914-ﾊ
916-ｼ
F-ｱ
F-ｱ
F-ｲ
F-ｲ
F-ｲ
F-ｳ
F-ｵ
F-ｶ
F-ｶ
F-ｷ
F-ｻ
F-ｼ
F-ｽ
F-ﾄ
F-ﾅ
F-ﾆ
F-ﾋ
F-ﾏ
F-ﾑ
F-ﾕ
LF-ｻ
S217-ｺ
S217-ﾐ
S380-ﾔ
S387-ｲ
S450-ｵ
S588-ﾎ
S683-ﾅ
S818-ｼ
S911-ｲ
S911-ｻ
S911-ﾐ

講談社

酒から見た古の出雲 堀江修二 今井印刷
中西聡北前船の近代史　海の豪商たちが遺したもの

百田尚樹カエルの楽園 新潮社

島根県立図書館古文書を読む会∥編

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

笹本稜平

群ようこ
幻冬舎

隠岐の地誌『増補隠州記』（１６８８）の分析

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

古文書聚粋　古文書を読む会三十周年記念誌
溝口　常俊

交通研究協会

「隠岐ユネスコ世界ジオパーク学術研究論文」入賞論文　平成２６年・平成２７年

カナリア恋唄 杉本章子 講談社

山下  政夫

ウツボカズラの甘い息

円い水平線 創元社

徳間書店

祥伝社

バベル九朔
うちのご近所さん

駐在刑事　上下

万城目学

柚月裕子

軽薄

うめ婆行状記

埼玉福祉会

まく子 福音館書店西加奈子
恩讐の鎮魂曲（レクイエム） 中山七里

集英社

幻冬舎

小路幸也
集英社

桐野夏生

吹けよ風呼べよ嵐

大崎梢

拳の先

花が咲くとき 乾ルカ

島根県における方言の分布 島根県女子師範学校∥編
岩水　陽子つれずれ

国書刊行会

日曜舎
岡書院隠岐本新古今和歌集 三矢重松∥〔ほか〕同校　武田祐吉∥編

櫻井　精一山陰沖　櫻井精一遺稿詩集

・・・　新 刊 本 紹 介　・・・

サンマーク出版

影の権力者　内閣官房長官菅義偉

勘違い慣用表現の辞典

新潮社金原ひとみ

恭一郎と七人の叔母

文芸春秋

１１２日間のママ

西条奈加

真説真田名刀伝 東郷隆 角川春樹事務所

石神さんを訪ねて　出雲の巨石信仰 山陰中央新報社

角田光代

朝日新聞出版宇江佐真理
伊東潤

九十九藤（つづらふじ）

誰にも探せない

祥伝社

バラカ

高橋順子∥文　佐藤秀明∥写真

講談社

小学館

小野美由紀
柏書房編集部∥編

先生、ＮＰＯって儲かりますか？　若者たちが地元で賢く生きる方法 渡辺豊博

恋の名前

松田賢弥

古文書くずし字５００選　覚えておきたい 柏書房
傷口から人生。　メンヘラが就活して失敗したら生きるのが面白くなった 幻冬舎

春風社
成年後見読本 田山輝明 三省堂

書　い　た　人 出版社本　の　名　前

河出書房新社子どもに歯ごたえのある本を　石井桃子談話集 石井桃子

ささえあう図書館　「社会装置」としての新たなモデルと役割 青柳英治 勉誠出版

五十嵐貴久

石川美玲 日労研

西谷裕子∥編
愛隆堂

ＰＴＡ、やらなきゃダメですか？ 山本浩資

いつでも人を呼べる部屋ができるＦｒａｎｃｆｒａｎｃのインテリア・ルール

子の無い人生

最新環境百科
アレルギー＆アトピー園児のママ色おべんとう　卵・乳製品除去食

パラレルワールド御土産帳

日東書院本社

パンタグラフ∥造形　穂村弘∥文章

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

パイインターナショナル

ＤＶＤ＋はじめてのカンフー　何からなにまでわかりやすくイラスト＋ＤＶＤでナットクの解説 伊藤聡　大畑裕史

鼠、地獄を巡る

マリコ、炎上 林真理子

小学館

薬草・毒草を見分ける図鑑　役立つ薬草と危険な毒草、アレルギー植物・１００種類の見分けのコツ

幻冬舎

酒井順子

清水俊彦∥監修図解専門医がサポートする！しつこい頭痛をぐんぐん解消させる！最新治療と正しい知識

磯田進∥監修

ＫＡＤＯＫＡＷＡ赤川次郎

東京堂出版
文芸春秋

かんかん橋の向こう側 あさのあつこ ＫＡＤＯＫＡＷＡ

誠文堂新光社
Ｇ．Ｔｙｌｅｒ　Ｍｉｌｌｅｒ　ほか

Ｆｒａｎｃｆｒａｎｃスタッフ

丸善出版

小学館清水健

気仙沼ミラクルガール

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３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 

２０１６．４ vol.１３１ 

 子どもたちにもっと本を！との願いから、「こど

もの読書週間」は１９５９年（昭和３４年）にはじ

まりました。もともとは、５月５日の「こどもの

日」を中心とした２週間（５月１日～１４日）でし

たが、２０００年より、今の４月２３日（世界本の

日・子ども読書の日）～５月１２日になりました。 

 小さいときから本を読む楽しさを知っていることは、子どもが大きくなるためにとても大切なこと

です。「こどもの読書週間」のあいだ、図書館や本屋さん、学校などでは、読み聞かせや人形劇など

の楽しい行事がいっぱい行われます。「こどもの読書週間」は、大人が本を子どもに手わたす週間で

もあるのです。 
公益財団法人 読書推進運動協議会ＨＰより引用 

 今年も４月23日の子ども読書の日と5月5日のこ

どもの日にちなんでおはなし会を開催します。 

 今回はおはなしクローバーのみなさんといっ

しょに、みんながわくわくするようなおはなしを

用意してまっています。工作もおたのしみに！ 

日時： ４月23日（土） お昼３時から 

場所： 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

４月 ５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～
○隠岐アゴラ　第2土曜　14:30～
○おはなしクローバーおはなしの会

第４土曜　14:30～

・・・３月 に よ く 読 ま れ た 本  ベスト１０・・・

・・・ 図書館職員オススメの一冊 ・・・

比　　　較 267 177 889 4

≪ いろんなともだち ≫

・・・ 展 示 コ ー ナ ー ＆ 特 集 コ ー ナ ー ・・・

≪ ふれあい五箇作品展 ≫

・・・３月 の 利 用 状 況 報 告 ・・・

≪　新生活応援します！ ≫

入館者数

・・・開館日カレンダー・・・

27　年　度
26　年　度

貸出人数 貸出冊数 登録者数
4,681
4,414

1,355
1,178

6,313
5,424

14
10

１位 火花              又吉直樹        文芸春秋 
２位 実家からニートの弟を引きとりました。 沼津マリー    KADOKAWA 
２位 カナリア恋唄          杉本章子        講談社 
４位 しのぶセンセにサヨナラ     東野圭吾        講談社 
４位 陽炎の門            葉室麟         講談社 
４位 モンスター           百田尚樹        幻冬舎 
４位 知識ゼロからの真田幸村入門   小和田哲男       幻冬舎 
４位 タスキメシ           額賀澪         小学館 
４位 偽生              尹太郎         ブイツーソリューション 
４位 獅子吼             浅田次郎        文芸春秋 

『しんがり 山一證券最後の12人』 清武英利 講談社 

「社員は悪くありませんから！ 悪いのは我々なんですから！」 

当時、四大証券の一角を占めていた山一証券の破綻時の社長の号泣会見から既に２０

年余。若い方々には昔話かもしれないが・・・。 

本書は、会社の破綻と共に幹部たちまでもが我先にと新たな就職先を求めて逃げ出す

中、最後まで黙々と真相究明と清算業務を続けた１２名の記録である。          

彼らは社内からは「場末」と呼ばれる部署の所属であったが、その中心人物は本町都

万出身の嘉本隆正氏であった。嘉本氏は隠岐高校卒業後山一証券に入社し破綻時には常

務であった。愛郷心の強い氏は都会育ちの若い社員に向かって常日頃「隠岐は流人から

して貴い人が多かったんだ。千数百年の文化を有し、一島を以って一国と称せられた。

その隠岐をあんたが生まれた都会の新興住宅地と一緒にするなよと」と語っておられた

とか。 

そんな嘉本氏がリーダーとなり続けられた真相究明が４００ページを超す長編として

まとめられているが、ドラマ（昨年WOWOWでドラマ化されたが私は見てはいない）を見て

いるような感覚で読み通すことができた。 

尚、嘉本氏は文芸隠岐１８号に「隠岐 海軍飛行予備学生の碑」と題する紀行を寄せ

ておられるが氏の人となりがうかがえるので、こちらもご一読を。 

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 

 ４月になりました。入学・就職・引
越しなど新たな生活を始めた人も多い
と思います。 
 お弁当作り、おつきあい、インテリ
ア、ビジネスマナーなど新生活にきっ
と役立つ本を特集します。 

 ４月になって新しい友だちは

できましたか？ 今月はいろん

なともだちに関する絵本を紹介

しています。 

 ふれあい五箇を利用されている皆さん

の習字、手芸、木工などの作品を展示し

ています。 
 

期間：５月８日（日）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

ゴールデンウィーク 

 

通常通り午前10時から

午後6時まで開館。 

是非お越し下さい！ 

 

 １月～３月には中沢直也様、濱崎裕子様、杵築佳澄様、

中澤優太様、谷田健二様、山口克治様、曽我部浩史様、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

用させていただきます。ありがとうございました。 

H27   

 平成27年度には、隠岐ガス様、吉崎工務店様より図書

カードの寄贈をいただきました。 

 リクエスト本や郷土資料、雑誌の購入などに充てさせて

いただきます。ありがとうございました。 

 

 図書館では、昨年より「まちの情報ひろ

ば」を開設しています。 

 ここでは主に、隠岐の島町内で行われるイ

ベントや観光情報、コミュニティ活動情報な

どのチラシやパンフレットを設置しています。 

 情報収集はもちろんですが、発信の場とし

てもご利用ください。 

 くわしくは職員までお問合せ下さい。 

 利用者の方からおりがみで作った万

華鏡（写真上段３つ）とコマ（写真左

下）、ブロック（写真右下）をいただ

きました。 

 万華鏡は真ん中を押し上げると面が

入れ替わり、違う模様が楽しめる仕組

みになっていてとても綺麗です。 

 カウンター横に置いてありますので

是非手にとって楽しんでみてくださ

い！ 


