
最終改訂　2015.8.16

★＝子どもの読書活動等に関する記事　　山陰＝山陰中央新報、聖教＝聖教新聞

紙名 掲載日 備考

山陰 2012.1.5 [公]出雲市立佐田図書館

山陰 2012.1.5 [他]奥出雲町

山陰 2012.1.6 [他]

山陰 2012.1.7 [他]

山陰 2012.1.8 [他]出雲市

山陰 2012.1.12 [他]

山陰 2012.1.13 [他]古代出雲歴史博物館

山陰 2012.1.21 [他]

山陰 2012.1.24 [他]松江市

山陰 2012.1.31 [他]

山陰 2012.2.8 [他]松江市

山陰 2012.2.20 [大]島根県立大学

山陰 2012.2.22 [他]松江市

山陰 2012.2.26 [他]

山陰 2012.2.29 [他]出雲科学館

山陰 2012.3.4 [他]絵本ワールドinしまね

山陰 2012.3.6 [他]

山陰 2012.3.9 [他]出雲市

山陰 2012.3.15 [他]

山陰 2012.3.16 [他]島根県、出雲市

山陰 2012.3.22 [他]

山陰 2012.3.29 [他]

山陰 2012.3.29 [他]松江市

山陰 2012.3.30 [他]

山陰 2012.4.1 [他]

山陰 2012.4.6 [他]雲南市

山陰 2012.4.6 [大]島根県立大学

山陰 2012.4.6 [他]

2012（平成24）年　新聞記事・雑誌記事

■新聞記事

見出し

中止に至る舞台裏克明に　宍道湖・中海干拓淡水化事業
国の依頼で水質調査　伊達さん（島大名誉教授）本出版

古事記1300年「神話のふるさと」山陰のゆかりの地を訪ね
る　きょう発売

交流や意見交換の場に　図書館入り口　ラウンジなど整備
県立大出雲キャンパス

「さくら守」が手記出版　満開支えた苦労つづる　貴重な財
産残したい　雲南・木次の周藤さん

「人動かす言葉力」伝授　坂根・コマツ会長　3冊目著書出
版

スサノオ像に新解釈　松江出身佐草さん　「古事記以外
伝」を出版

★聞く能力開発の教育学ぶ　難聴児向け研究会　親子や
保育士ら　音楽や絵本通し

初の詩集　故郷松江で販売　大阪で活動の古田さん　自
費出版　親しみやすい53編

「島根の原発」が人気　松江の弁護士　自費出版

「奥出雲からの挑戦」本に　岩田一郎前町長の業績　住民
有志ら　2年かけ編集　17日に全国出版

佐田支所内に機能集約　図書館移転　コミセンも拡充　出
雲

バングラデシュで教育雑誌を発刊　松江出身・早大生三好
さん

松江市史第1弾発刊　資料編5 近世Ⅰ　「新政弁疑」など収
録

高塚校長（出雲・西野小）自費出版　手掛けた研究発表や
実践　300部製作し知人らに寄贈　「授業の参考に」

手作り紙芝居披露　出雲歴博アテンダント　展示品ベスト
10を説明

スサノオマジック題材に小説出版　山陰文藝協会・丹羽さ
ん　選手支える人々に焦点

北前船船主らの寄付記録を本に　出雲の藤沢さん自費出
版

★1800人 絵本の世界楽しむ　読み聞かせや作家講演　松
江

★絵本や標本で科学楽しむ　出雲科学館　興味深い350点
展示

神話　独自視点でまとめる　出雲の嘉本さんが自費出版
風土記分析　古事記との関連指摘

★「親子で学ぶ松江城」寄贈　開府400年祭推進協　市教
委に100冊　全小中に配布へ

英語通じ看護の心学ぶ　島根県立大短期大学部出雲キャ
ンパス　田中芳文教授　米国実話素材にテキスト

★生馬（松江）の民話を伝えよう　住民語り部　児童に朗読

★盲導犬の生涯つづった本　「子どもたちに読んでほしい」
神戸の河本さん（島大卒業）寄贈　松江市教委に60部

40年の川柳人生集大成　富田さん（出雲）句集出版　本紙
山陰文芸選者

ガイド本　出雲市全戸に配布　島根県

ツナミ国際語化のきっかけ　八雲作品基に制作の紙芝居
を自ら披露　松江で元教員

20年の節目　記念誌発刊　共同参画の動き以前結成　多
角的な活動まとめ　出雲・めめの会
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紙名 掲載日 備考

山陰 2012.4.11 [他]松江市

山陰 2012.4.12 [他]松江市
山陰 2012.4.12 [他]

山陰 2012.4.14 [他]

山陰 2012.4.19 [他]島根県立大学

山陰 2012.4.19 [他]奥出雲町

山陰 2012.4.24 [他]松江市

山陰 2012.4.26 [他]

山陰 2012.4.28 [他]古代出雲歴史博物館

山陰 2012.5.1 [他]

山陰 2012.5.1 [他]世界こども美術館

山陰 2012.5.5 [他]出雲市

山陰 2012.5.9 [学]出雲市立高浜小学校
山陰 2012.5.9 [学]松江南高校

山陰 2012.5.12 [大]島根県立大学

山陰 2012.5.13 [学]島根県

山陰 2012.5.15 [他]

山陰 2012.5.20 [書]今井書店

山陰 2012.5.24 [他]

山陰 2012.5.25 [他]松江市

山陰 2012.5.25 [他]ライトハウスライブラリー

山陰 2012.5.30 [大]島根県立大学

山陰 2012.6.5 [他]プロジェクトゆうあい

山陰 2012.6.10 [他]NIE

山陰 2012.6.13 [他]

山陰 2012.6.13 [他]

山陰 2012.6.16 [他]松江市

山陰 2012.6.20 [他]島根県

山陰 2012.6.20 [他]出雲市

山陰 2012.6.23 [他]

山陰 2012.6.26 [他]高橋一清

山陰 2012.6.27 [他]安来市

山陰 2012.6.28 [大]島根県立大学
被災地図書館の再建支援　買い取り金額寄付に協力　古
本収集開始へ　県立大短大部松江キャンパス

「あらエッサ笑劇場」出版　作者の石田行生さん　4こま漫
画や作品紹介　安来・公式キャラクター

井上ひさし、水上勉、立松和平…　11人の素顔や逸話紹
介　「作家魂に触れた」出版　松江観光文化プロデュー
サー・高橋一清さん

島根半島の七浦と神社　研究まとめ小説出版　出雲の原
さん

古本ネット販売に参入　障害者の雇用拡大狙い　本の整
理やデータ入力　松江のNPO　絵本など提供呼び掛け

住民健康サークル　5年の歩み冊子に　県大出雲キャンパ
ス発行

点訳や音訳　住民が奉仕　図書充実　展示は6200冊にも
ライトハウスライブラリー50周年

松江の庶民生活史復刊　江戸-昭和口承収録　新聞連載
を再編集

代表作まとめ画集発刊　出雲の鳥屋尾さん　東京で初の
個展も

★自作絵本熱くアピール　読み聞かせやライブペイント　作
家がイベント　出雲の書店

神話題材に紙芝居　出雲の松田さん　入院患者ら和ます
島大病院

★地域への愛着持って　小中学生向けに歴史副読本配布
県　イベントに合わせ11月

★絵本使い出雲神話解説　松江の田和山サポートクラブ
「やよい学校」開き児童に

励まされ吃音乗り越えた　絵本で体験表現、出版　安来の
小栗さん

ウミネコ生態調査　50年の成果一冊に　大田の中井さん

より良い実践方法は　研究会セミナー　指定校指導者ら探
る　松江

★読み聞かせやギター　あきやまさん絵本ライブ　親子ら
楽しい時間　浜田

半生振り返り自叙伝出版　開星高野球部前監督の野々村
さん　やくざ監督と呼ばれて　エピソード生々しく

青銅器の紙芝居手作り　発見秘話など紹介　出雲歴博ア
テンダント

空の上から島根紹介　出雲出身乗務員　日航機内誌にコ
ラム

「松江城研究」市教委が冊子　年1回目標に発行

奥出雲の神話と伝説発刊　町地域活性化実行委　70件収
録　由来や地区を紹介

中国少数民族に「日本人の面影」　植田さん（出雲出身）が
写真集

★学ぼう地域医療の課題　小5～中1対象に新事業　将来
の担い手育成へ　島根県教委

来場者が読みたい本投票　県立大短大部松江の図書委
年内開催　学生愛読書の中から

★松江南高が文科大臣表彰　図書館教育の実践評価
住民が記念誌発行　開校100周年の出雲・高浜小

全国の大国主神伝承一冊に　旅日記風ガイド発刊　「出雲
とのつながり知って」　経済4団体

心理学の教科書発刊　「コミュニケーション」力点　出雲・県
立大看護学部准教授ら

文献たどり足跡に光　写真家・堀市郎と父・檪山　松江歴史館　学芸員が本出版

被災地中小企業　活動の記録発刊　起業家同友会全国協
松江の主要遺跡を網羅　市史史料編2発刊

漫画で地元松江紹介　野津さんが大学卒業制作　全4巻
歴史や文化伝える

見出し
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紙名 掲載日 備考
山陰 2012.6.30 [他]NIE

山陰 2012.7.1 [他]山陰中央新報

山陰 2012.7.2 [大]島根県立大学

山陰 2012.7.4 [公]隠岐の島町図書館

山陰 2012.7.4 [私]曽田文庫

山陰 2012.7.5 [他]

山陰 2012.7.6 [他]松江市、安来市

山陰 2012.7.8 [他]浜田市

山陰 2012.7.14 [公]安来市立図書館

山陰 2012.7.15 [公]島根県立図書館

山陰 2012.7.20 [他]松江市

山陰 2015.7.25
[私]曽田文庫
[他]プロジェクトゆうあい

山陰 2015.7.25 [学]安来高校

山陰 2015.7.27
[公]島根県立図書館
[大]島根県立大学

山陰 2015.7.27 [他]ライトハウスライブラリー

山陰 2012.7.28
[大]島根県立大学
[他]松江市

山陰 2012.7.28 [公]島根県立図書館

山陰 2012.7.31 [大]島根県立大学

山陰 2012.8.1 [書]アルトスブックストア

山陰 2012.8.9 [学]

山陰 2012.8.13 [公]出雲市立図書館

山陰 2012.8.14 [他]永井隆記念館

山陰 2012.8.15 [公]島根県立図書館ほか

山陰 2012.8.16 [大]島根大学

山陰 2012.8.19 [他]NIE

山陰 2012.8.21 [他]

山陰 2012.8.22 [公]隠岐の島町図書館

山陰 2012.8.23 [他]江津市

山陰 2012.8.24 [学]雲南市立中野小学校

山陰 2012.8.24 [他]松江赤十字病院

山陰 2012.8.24 [他]

山陰 2012.8.30 [他]島根県

70年の人麻呂研究　冊子に　江津郷土史家・花田さん　地
元女性グループ刊行　万葉フェスタで配布へ

★人のぬくもり　絵本に　がん闘病、二つの大震災　「命考
えるきっかけに」　出雲の園山さん

★「お薦め記事」児童関心　教員、司書ら28人　実践発表
海士でセミナー

学生目線で図書館改革　自ら選書や案内役　貸出数が3
年連続増加　島根大

古事記関連本の利用増　特設コーナーも　神話博で関心
湧く　島根県内図書館

★永井隆博士の功績　絵本や紙芝居で学ぶ　雲南で児童
教室

★読書する子ども　目標の半数　03年度策定「しまね教育
ビジョン」　昨年度実績　小6が32%、中3 27.4%

「山陰漫画の旅」原画見つかる　1953年発行　鉄道管理居
PR用　柔らかな筆遣いで観光地描写

★親子ら夏祭り楽しむ　絵本読み聞かせ、紙芝居…　松江
赤十字病院

住民ら記念誌発刊へ　来春閉校の中野小（雲南・三刀屋）

★日韓の昔話の違い学ぶ　放送大学公開講座に20人　隠
岐の島

<くらし>ライトハウス図書館50周年　視覚障害者の自立支
援　本や新聞を点・音訳

★「読みメン」育成へ「道場」　こつを専門家指導　読み聞
かせ、父親も　来月5日、大田

★伯太川築堤の京極忠高紹介　安来高美術部が紙芝居
製作　執筆の元教員依頼　功績を分かりやすく

私設図書館に古本販売拠点　NPOと曽田文庫（松江）提携
障害者就労を支援

利用者の句集　発刊30周年　毎年1編ずつ製作　関係者"
生きた証し"に感慨深げ　松江・泉の園文芸クラブ

竹島問題のポイント　中学副教材使い解説　島根県が松
江で講座

★神話アニメDVD　出雲の図書館に寄贈　障害者就労支
援事業所

★学校図書館の活用策討議　米子で研究大会開幕　全国
の司書教諭ら1600人

松江に「夢の本屋さん」　新刊でアルトス紹介

古本2000冊あす発送　被災地の図書館再建支援　県立大
短大部松江

古本回収箱を設置　松江市職員有志　被災地の図書館再
建支援　県立大短大松江に協力
★県立図書館探検　児童が理解深める　松江

ジャンル多彩　書籍50種販売　本紙創刊130周年フェア
松江と出雲

見出し

「注目の本」が人気　本誌読書、書評欄で紹介　コーナーを
設置　安来市立図書館

神楽面への思い熱く　職人の柿田さん　浜田で出版記念
講演

★圏域紹介の読本作成　4市の歴史、産業一冊に　小中
学校に配布へ　旧中海市長会

★黒田征太郎氏ら「神話紙芝居」制作　出雲、松江で講演
や読み聞かせ　親子に実演指導も　著名作家7人講師　21
日からフォーラム

★紙芝居、絵本読み聞かせ　児童ら20人、魅力に浸る　松
江・雑賀　曽田文庫

古本提供受け資金に　岩手の被災図書館再建支援　島根
県立大短大松江　協力を呼び掛け
★子どもの読書熱向上へアドバイザー養成講座　隠岐の
島

<青春はつらつ新聞>地域との連携大切に

3



紙名 掲載日 備考

山陰 2012.8.31 [他]安来市

山陰 2012.8.31 [他]松江市

山陰 2012.9.6
[公]島根県立図書館
[他]島根県立中央病院

山陰 2012.9.11 [大]島根県立大学

山陰 2012.9.14 [大]島根大学

山陰 2012.9.19 [他]出雲市

山陰 2012.9.25 [他]松江市

山陰 2012.10.6 [公]松江市立中央図書館

山陰 2012.10.11
[他]
[大]島根大学

山陰 2012.10.16
[他]
[大]島根大学

山陰 2012.10.22 [他]島根大学医学部付属病院

山陰 2012.10.25 [学]松江市立乃木小学校

山陰 2012.10.26 [他]

山陰 2012.10.27 [他]

山陰 2012.10.28 [他]出雲市

山陰 2012.10.31 [公]隠岐の島町図書館
山陰 2012.11.7 [他]松江市 

山陰 2012.11.10 [他]松江市

山陰 2012.11.11 [学]邇摩高校ほか

山陰 2012.11.13 [公]

山陰 2012.11.14 [他]

山陰 2012.11.15 [他]城北公民館（松江市）

山陰 2012.11.15 [学]

山陰 2012.11.16 [他]村尾靖子

山陰 2012.11.16 [大]

山陰 2012.11.20 [他]美郷町

山陰 2012.11.20 [公]島根県立図書館

山陰 2012.11.21 [他]おはなしレストランライブラリー

山陰 2012.11.22 [他]出雲市平田町
山陰 2012.11.23 [他]島根県
山陰 2012.11.23 [大]島根大学
山陰 2012.11.23 [学]松江市立内中原小学校ほか

山陰 2012.11.25 [公]益田市立図書館

★情感豊かに紙芝居　松江　プロ声優　6小学校巡回
単行本や漫画、絵本　古本回収し無料配布　益田で「よみ
の市」

★紙芝居の魅力に触れて　出雲でフォーラム　制作楽しみ
上演鑑賞

「出自掲載」週刊朝日　2県立図書館　閲覧制限　島根は
「知る権利保障」
★過程で本格紙芝居を　県立大松江絵本図書館　拍子
木、木枠も貸し出し「工夫して楽しんで」
★地元民話語り10年　83歳長岡さん　伝承願い小学生に
有害図書に11冊を指定　県
「島根の国絵図」出版へ　島大図書館の研究成果収録

★<全国図書館大会島根大会分科会報告 3>学校図書館
生徒自ら学ぶ姿勢育む
★保育所での実話　絵本に　園児と用務員心温まる交流
作家・村尾さん（江津）出版
<全国図書館大会島根大会分科会報告 4>大学・短大・高
専図書　ピアサポートで利用促す

★命、平和の尊さ絵本通じ訴え　元被爆体験記朗読ボラン
ティア　美郷にUターン梅原さん　親子らに読み聞かせ活動

<隠岐魅力up>豊かな自然　体の中に
田和山の植物 冊子に　30種収録　ボランティア団体作成
東部汽水湖沿岸環境調査し本に　松江の79歳宮沢さん　3
年かけ165ヵ所　保全へ独自の提言も

★図書館の取り組み発表　授業支援で司書や教員

<全国図書館大会島根大会分科会報告 1>公共図書館
「島まるごと構想」で浸透
★<全国図書館大会島根大会分科会報告 2>児童・青少年
サービス　胎児期から読書活動開始
朝のひととき　地域憩いの場　「モーニング・ブックカフェ」
松江の城北公民館

雑誌プレゼント盛況　図書館で使用済みの2000冊　松江

古志原（松江）の史料　後世に　現代文に訳し出版　地元
の三原さん　藩政研究上貴重な一冊

★自費出版絵本とDVD市に贈呈　「子どもに命の大切さ
を」　出雲の園山さん

21府県の遺跡発掘報告書　島大図書館が電子化　独自検
索システム活用

大学図書館運営　学生どう関わり　事例やアイデア報告
浜田・県立大でシンポ

★「入院中も絵本に触れて」　県立図書館　中央病院に303
冊寄託

先進的な取り組み紹介　全国図書館島根大会　両県23人
発表し閉幕

「図書館の活用を」　東大社会科研玄田教授　松江で記念
講演　全国図書館大会島根大会開幕

★国引き神話に親しんで　児童に保護者ら　寸劇、読み聞
かせ披露　松江・乃木小

★入院中の子どもたちオリジナル絵本作り　島大病院で
「カーニバル」　出雲

本への思い　熱く訴え　学生バトル山陰大会　門脇さん（島
根大）全国へ

愛読書の魅力訴え"バトル"　14日、島根大で学生大会山
陰予選　観客が投票　優勝者には全国切符

★古事記の紙芝居創作　神話の世界　方言交え紹介　安
来出身の元教諭
★古里の歴史に親しむリーフレットを作成　校区ごとに人
物など紹介　松江市小学校長会

見出し
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紙名 掲載日 備考
山陰 2012.11.27 [公]隠岐の島町図書館

山陰 2012.11.27 [大]島根県立大学

山陰 2012.11.28 [大]島根大学

山陰 2012.11.28 [他]プロジェクトゆうあい

聖教 2012.11.28 [他]島根県

山陰 2012.12.4 [他]

山陰 2012.12.5 [他]よしととひうた

山陰 2012.12.8
[他]島根県
[小]松江市立宍道小学校

山陰 2012.12.14 [大]島根県立大学

山陰 2012.12.14 [大]島根県立大学

山陰 2012.12.20 [他]安来高校

山陰 2012.12.24 [他]よしととひうた
山陰 2012.12.24 [書]エコカレッジ（川本町）

山陰 2012.12.26 [書]今井書店

山陰 2012.12.27 [他]日和聡子さん

山陰 2012.12.29 [他]隠岐の島町

山陰 2012.12.30 [他]出雲市

山陰 2012.12.30 [他]出雲市

山陰 2012.12.31 [大]島根県立大学

巻号 記事名／著者名 備考
no.312
（2012.2.1）

★やってきました! 読書集会「図書委員
会奮戦記」

[学]松江市立東出雲中学校

2012.3
（通巻737号）

★行きたくなる学校図書館　お楽しみ展
示・掲示コーナーの設営
（堀江 由佳）

[学]安来市立赤屋小学校

no.314
（2012.4.1）

★国語科における「言語活動」への取り
組みの実践から
（樋野 義之）

[学]松江市立揖屋小学校

★<授業と図書館あれこれ>小さなことか
ら…
（小林 順子）

[学]安来市立広瀬中学校

★<授業と図書館あれこれ>調べ学習の
前の前
（斎藤知世）

[学]隠岐高等学校

2012.5
（通巻739号）

★<いきいき学校図書館>海士町立福井
小学校

[学]海士町立福井小学校

vol.106-no.5
（2012年5月号）

島根県立図書館振興計画　策定の経緯
とその後
（矢野 信夫）

[公]島根県立図書館

vol.106-no.6
（2012年6月号）

全国図書館大会島根大会の開催
（大矢 敬子）

[他]

★「子ども読書県しまね」紹介記事　“人づくり” を焦点

学校図書館

学図研ニュース

学校図書館

学図研ニュース

図書館雑誌

図書館雑誌

学図研ニュース
no.315
（2012.5.1）

■雑誌記事  

誌名

創作集「想」出版、発売　学生自作の詩や小説掲載　県立
大松江短大部ゼミの2年生8人

<つながる 41>ネット古書店　過疎地で売り上げ5倍
本の"闇鍋"フェア人気　表紙の一文で中身判断　松江の
書店　読書家の間で話題に
日和さんの輝く業績紹介　野間文芸新人賞受賞　郷里・美
郷　作品や書評展示
★竹島のアシカ漁　絵本に　隠岐の元教員　証言集め「次
世代へ」
神西湖への思い交え自分史出版　元小学校長の今岡さん
出雲
闘病や交流まとめ本に　17歳で早世 佐々木さん（出雲）
兄病死の際も出版　2冊目

★石州和紙で「ご当地絵本」県立大生2人取り組み着々
産業コンテスト最優秀賞案　来年完成目指す
島大と学術交流の中国・寧夏大　来秋日本サロン開設　図
書閲覧や貸し出し計画　本の搬送など準備進む
スーパーで古本販売　障害者就労支援NPO　松江　店側
が協力　収益増へ

★幼児楽しく英語を学ぶ　体操や絵本使い　浜田・県立大
樹教授指導

赤ちゃんと意思疎通へ　育児法ベビーサイン学ぶ　安来高
生
★JR駅構内ではライブ　紙芝居と軽快な音楽

<ひと☆交差点>高校生らの参加願う　（隠岐アゴラ）

喫茶店情報きめ細かく　「のんびり雲」6号完成　県立大短
大松江文化学科生発行　両県19カ所を調査　六子さんも
登場

★調べ学習 工夫凝らし発表　県プレゼンコンテスト　小学
校の部　北山さん（宍道4年）最優秀賞

★軽快な音楽 紙芝居に大喜び　松江　障害ある子どもら
78人　ランチバイキングも堪能

★創作紙芝居お披露目　国譲り神話　親しみやすく　松
江・かんべの里館長　「子どもたちに語り継ぎたい」

見出し
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巻号 記事名／著者名 備考

vol.106-no.7
（2012年7月号）

<全国図書館大会島根大会へ向けて>い
にしえからの文化を未来へつなぐ　子ど
もは文化の伝承者
（第4分科会運営委員）

[他]

vol.106-no.8
（2012年8月号）

<全国図書館大会島根大会へ向けて>市
民に提案する図書館サービス　きっと実
践につながります。　第1分科会への誘
い

[公]

全国図書館大会への招待 [他]

<全国図書館大会島根大会へ向けて>学
びを支え心をはぐくむ学校図書館　第3
分科会のごあんない
（須山 麻美）

[学]

vol.106-no.10
（2012年10月号）

<全国図書館大会島根大会へ向けて>全
国図書館大会を間近に控えて-第2分科
会、大会期間中のおすすめの催し、おは
なしレストラン・ライブラリーのご案内
（第2分科会運営担当：島根県大学・高
等専門学校図書館協議会）

[大]

★海士町発"島まるごと図書館構想"
小さな島だからこそできる図書館活動
（磯谷 奈緒子）
★離島の図書館が広げる子どもの学び
島まるごと図書館構想を活かした図書
館活用
★図書館通信を「つなぐ力」に
（小田川 美由紀）

[学]雲南市立佐世小学校

誌名

no.321
（2012.11.1）

島根支部活動紹介学図研ニュース [学]

図書館雑誌

図書館雑誌

図書館雑誌

図書館雑誌
vol.106-no.9
（2012年9月号）

[学]海士町立福井小学校
学校図書館

2012.12
（通巻746号）
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