
請求記号

028-ﾋ
210-ｱ
291-ﾋ
324-ﾔ
336-ｼ
361-ｸ
364-ｽ
366-ﾀ
370-ｻ
474-ﾎ
493-ｲ
493-ｵ
493-ｶ
493-ﾓ
494-ｳ
519-ｶ
543-ｷ
588-ｱ
589-ｱ
596-ｵ
596-ｽ
596-ﾄ
699-ｼ
748-ﾈ
755-ﾚ
756-ﾂ
786-ﾇ
795-ｲ
914-ﾀ
914-ﾅ
BF-ｲ
F-ｱ
F-ｵ
F-ｶ
F-ｷ
F-ｺ
F-ｻ
F-ｻ
F-ｼ
F-ｽ
F-ﾀ
F-ﾄ
F-ﾆ
F-ﾐ
F-ﾐ
F-ﾕ

S217-ﾀ
S281-ﾊ
S291-ｵ
S651-ｵ
S750-ｸ
S934-ｲ

東京創元社

ふるさとの５０人　浜田市の人物読本 浜田市教育委員会∥編 浜田市教育委員会
岡本雅享出雲を原郷とする人たち

新堂冬樹私立新宿歌舞伎町学園 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

西加奈子
堂場瞬一

住野よる

ポプラ社

新潮社

草花たちの静かな誓い

双葉社

ｉ
宮本輝

藤原書店

大社町

沈黙法廷 新潮社佐々木譲
マカロンはマカロン 近藤史恵

サンマーク出版

山と渓谷社

赤川次郎
新潮社

中島芭旺

布川欣一

ノッポさんの「小さい人」となかよくできるかな？　ノッポ流人生の極意 高見のっぽ

本バスめぐりん。 大崎梢 東京創元社
ＫＡＤＯＫＡＷＡ

書楼弔堂　炎昼 京極夏彦 集英社

集英社
日本経済新聞出版社

。*・○。*・●　新 刊 本 紹 介　●・*。○・*。

ダイヤモンド社

都道府県ランキング　ｖｏｌ．１　統計から読み解く

アイスクリームのあゆみ

マイナビ出版今村俊也

鼠、嘘つきは役人の始まり

小学館

グルテンフリーのパンと麺とおやつ

池波正太郎

日本経済新聞出版社

すぐに役立つ困ったときに読む入門図解親の病気・入院・介護手続きサポートマニュアル 若林美佳∥監修 三修社

講談社

身近な人ががんになったときに役立つ知識７６

書　い　た　人 出版社本　の　名　前

東洋経済新報社いっきに学び直す日本史　実用編　近代・現代 安藤達朗
「１００分ｄｅ名著」名作セレクション ＮＨＫ「１００分ｄｅ名著」制作班∥編

直虎と直政　井伊谷の両虎 岳真也 作品社

ヤマンタカ　大菩薩峠血風録 夢枕獏 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
大社町史編集委員会∥編集

島根県
山陰中央テレビジョン放送

ＮＨＫ出版

三鬼　三島屋変調百物語四之続

隠岐地域森林計画書　計画期間（自　平成２４年４月１日　至　平成３４年３月３１日）
暮らしのしおり　山陰の歳時記とガイド　山陰の伝統工芸

日本の面影　小泉八雲　日本人の優しさを愛する

桜庭一樹

高村薫

宮部みゆき

はじめての確定拠出年金 田村正之

一人暮らしのための東京あるある大事典

久保哲朗

お金の終活　元気なうちに“お金の問題”を先回りで解決 すばる舎
軽減税率のしくみと実務がよくわかる本　２０１９年１０月導入！ 日経ＢＰ社

山陰中央新報社∥編
池田雅之

ＧＯＳＩＣＫ　ＧＲＥＥＮ

よるのばけもの
土の記　上・下
社長室の冬

大社町史　中巻

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

集英社

渡辺守∥監修
森川すいめい 青土社

朝日新聞出版朝日新聞出版∥編著

愛着障害の克服　「愛着アプローチ」で、人は変われる

文芸春秋

東京あるある研究会

新建新聞社

秀和システム

白井岳彦　伊藤香代
山田和美

日本アイスクリーム協会

あっこたん

木舟辰平

飛鳥新社

内野三菜子

新しい学力

潰瘍性大腸炎・クローン病がよくわかる本　イラスト版
その島のひとたちは、ひとの話をきかない　精神科医、「自殺希少地域」を行く

「環境を守る」とはどういうことか　環境思想入門

学研プラス

尾関周二　ほか∥編

岩波書店

岩波書店

斎藤孝

岩井武尚下肢静脈瘤・むくみは自分で治せる！　血流を改善すれば全身がみるみる健康に

岡田尊司

ときめくきのこ図鑑 堀博美∥文　桝井亮∥写真 山と渓谷社

光文社

日本の家庭料理をやさしい英語で教えてみませんか？

ＰＨＰ研究所大越郷子

あけましておめでとうございます　本年も何卒よろしくお願い致します

テレビ報道記者

常石英明

獅子

山岳名著読書ノート　山の世界を広げる名著６０冊

スタジオタッククリエイティブ

見てる、知ってる、考えてる

下川美奈 ワック
パイインターナショナル

世界一厚い碁の考え方

知るほど日本刀　刀剣の特徴と系統
レザーカービングの技法　フィギュアカービング編
彼らがいなくなる前に ジミー・ネルソン∥写真

金園社

お母さん、その服なんとかしよ！　毒舌ムスメのファッションチェック

よくわかる最新発電・送電の基本と仕組み

すしレシピ　巻いて、押して、包んで、混ぜて。おいしい工夫の絶品レシピ

ベレ出版富永恵美子

日本アイスクリーム協会∥編

秀和システム

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１２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 

２０１７．１ vol.１４０ 

蔵書点検のお知らせ 

 

 図書館は蔵書点検のため下記の期間休館いたします。 

 

休館期間：２月１３日（月）～２０日（月） 
 

 期間中の本の返却は、玄関横の返却ポストをご利用ください。 

 なお、CD・DVDなどは壊れやすいため、開館後にカウンターまでお返しください。 

 ご迷惑をお掛けしますが、ご協力をお願い致します。 

隠岐アゴラ特別講演会 

 
 医師として隠岐の島町で１０年間勤務された澤敏治氏

に「隠岐で考えたこと」のテーマの下、隠岐の島町民が

これから元気で充実した日々を送るにはどの様な心構え

が大切なのかを話して頂きます。 

 ～スペシャル対談～ 松田和久氏（患者代表） 

 

日時： 2月11日（土）13：30～15：30 
会場： 隠岐の島町ふれあいセンター ２階会議室 
 

主催： 隠岐アゴラ特別講演会実行委員会 

共催： 隠岐アゴラの会 隠岐の島町図書館 

後援： 隠岐の島町 隠岐の島町教育委員会 

    隠岐広域連合 

講師： 澤 敏治（さわ としはる）氏 
隠岐病院外科部長・診療部長、島根大学医学部臨床教授、

隠岐の島町図書館運営委員、隠岐アゴラの会代表 



★展示コーナー ★特集コーナー

★えほんコーナー

１月 2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～
○ボランティアグループ　おはなしクローバー

第４土曜　14:30～

。*・○。*・● １２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 ●・*。○・*。

6,497

登録者数
23
23

。*・○。*・● 開館日カレンダー ●・*。○・*。

。*・○。*・●　１２月の図書館の様子　●・*。○・*。

比　　　較 ▲ 432 ▲ 183 ▲ 1,055 0

≪ とり ≫

。*・○。*・● 展 示 コ ー ナ ー ＆ 特 集 コ ー ナ ー ●・*。○・*。

≪ 隠岐の文化財展 ～郷土館資料を中心に～≫

。*・○。*・● １２月 の 利 用 状 況 報 告 ●・*。○・*。

≪ 春遠からじ ≫

28　年　度
27　年　度

入館者数
3,922
4,354

貸出人数
1,175
1,358

貸出冊数
5,442

１位 Ｎのために           湊かなえ        東京創元社 
１位 １時間でできる！簡単かわいい手作り小物         主婦と生活社 
１位 天下を計る           岩井三四二       ＰＨＰ研究所 
１位 梅もどき            諸田玲子        ＫＡＤＯＫＡＷＡ 
１位 あなたのゼイ肉、落とします   垣谷美雨        双葉社 
１位 恋のゴンドラ          東野圭吾        実業之日本社 
１位 「茶の湯」の密室        愛川晶         原書房 
１位 私立新宿歌舞伎町学園      新堂冬樹        ＫＡＤＯＫＡＷＡ 
９位 あの頃ぼくらはアホでした    東野圭吾        集英社 
９位 寝たきり婆あ猛語録       門野晴子        講談社 

『ドッグファイト』 楡周平∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 
 

インターネット通販って便利ですよね。パソコンの前で選んでクリックするだけで

自宅まで届けてくれるので、ついつい利用しちゃいます。最近は送料無料なんてとこ

ろもあり、利用する側としてはありがたいですが、そのしわ寄せはどこに来ているん

でしょうか？ 

そんな物流業界の裏側を描いたこの本。大手運送会社に勤める営業マンの主人公は、

外資系大手ネット通販会社から押し付けられる運賃の値下げ・当日配送への対応など

の要求、立場の強さを利用して傲慢な態度をとる担当者に悩まされます。トラック運

転手の不足や配送員の激務化など、現実でも問題となっていることにも苦戦しながら、

なんとか生き残るため起死回生の一手を探ります。 

小説ではありますが実在の企業が思い浮かぶリアルな内容で、続きが気になり一気

に読んでしまいました。ですが読み終わって満足した後、現実世界では今後どうなっ

ていくんだろうかと少し考えさせられました。 

今月は藤原が 
紹介します！ 

借りるか、購入してお届けします。 

色の日は休館日 

 今月は５日が小寒で20日は大寒。いよいよ冬
本番を迎えます。 
 こんな季節に合わせた極地に関する本、室内
での伝統的な遊び、心身ともに暖まる料理、そ
して、冬から春にかけての自然界が紹介されて
いる本や歳時記、随筆等を集めてみました。 

 今年は酉年。 

 幸せの青い鳥や冒険に出かける鳥、いろんな

鳥の絵本を読んでおはなしの世界に羽ばたいて

みませんか？ 

 郷土館の古文書や民具などを中心に隠

岐の文化財を展示します。 

 

 期間：１月13日（金）から 

2月28日（火）まで 

LED 照明工事のお知らせ 

 隠岐の島町図書館では現在、照明器具をLED

に切り替えるため、工事を行っています。期

間中も通常通り開館しておりますが、部分的

に立入り禁止等を行う区画があります。 

 ご迷惑をお掛けしますが、何卒、ご了承の

程よろしくお願いいたします。 

 

期間：2月末まで 

立入り禁止区画： 

  1/11～ 1/20 展示・AVブース付近 

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

クリスマス会 
 

 12月17日（土）にクリスマス会を開催しました。 

大型絵本『まどからおくりもの』と絵本『ゆきだるま

はよるがすき』の読み聞かせ、クリスマスカード作り

などを行いました。 

 会の終わりにサンタさんが駆けつけてくれて握手し

てもらったり、みんなとてもいい笑顔でした。 

世界奇岩紀行 
～隠岐、日本、世界を訪ねて～ 

 
 12月11日（日）に写真家の須田郡司氏をお招きし、

隠岐のふしぎ発見講座を開催しました。 

 須田先生の著作を読んで興味を持たれて参加され

た方も。「日本や世界の石を知ることで、隠岐の石

を違った視点で見ることができた」との参加者の声

もありました。 


