
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

紙名 掲載日 備考

山陰 2011.1.12 [公]島根県立図書館

山陰 2011.1.21 [公]海士町中央図書館

山陰 2011.2.11 [学]島根県

山陰 2011.2.24 [他]奥出雲町

山陰 2011.3.6 [他]奥出雲町

山陰 2011.4.13 [公]島根県立図書館

山陰 2011.4.16 [他]

山陰 2011.10.1
[他]
[公]島根県立図書館

山陰 2011.10.4 [学]松江市立母衣小学校

山陰 2011.10.8 [他]雲南市

山陰 2011.10.8 [他]松江市

山陰 2011.10.9
[公]松江市立図書館
[学]松江市

山陰 2011.10.15 [他]

山陰 2011.10.15 [他]

山陰 2011.10.15 [他]

山陰 2011.10.16 [公]隠岐の島町図書館

山陰 2011.10.16 [他]NIE

山陰 2011.10.17 [他]

山陰 2011.10.18 [大]島根県立大学

山陰 2011.10.26 [他]

山陰 2011.10.26 [公]出雲市立海辺の多伎図書館

山陰 2011.10.28 [公]

山陰 2011.10.28
[大]島根大学
[学]

山陰 2011.11.2 [他]県公文書センター

山陰 2011.11.2 [書]アルトスブックストア、DOOR

山陰 2011.11.3 [他]

山陰 2011.11.3 [公]雲南市立図書館
山陰 2011.11.4 [公]島根県立図書館

山陰 2011.11.8 [他]

山陰 2011.11.12 [公]島根県立図書館

山陰 2011.11.13 [公]江津市図書館

映画監督招き　ブックカフェ　来月5、6日　奥出雲

★島根県　高校の司書配置拡大　来年度　新たに12校
全校完了

海士町初の公立図書館　蔵書7000冊、日増しに充実

松江藩の旅費規定帳簿　付き人・馬の数など定める　県立
図書館が寄贈受け公開へ 

★昔話や童話語りかけ　松江・女性グループ　これまで
2000回超も　15年目のスタート 

県立図書館（松江）　ネット予約OK　今月から、5冊まで 

200冊を準備　貸し出す　図書館開設を目指し　住民がブッ
クカフェ　奥出雲 

★キャラバンカー全国巡回　園児、絵本にくぎ付け　松江
★蔵書配送　全市で民間委託　旧東出雲町実施システム
司書の負担軽減

2011（平成23）年　新聞記事・雑誌記事

■新聞記事

見出し

県公文書センター開館　明治以降の島根県政資料5500冊
松江
伝わる本への愛情　松江　こだわりの2書店訪問

★最優秀賞に2点　わがまち新聞コンクール　入賞21点決
まる　松江で審査会
★絵本の紙芝居楽しむ　江津在住童画家　佐々木さん読
み聞かせ　松江
児童文学劇場が最終公演　県立大短大松江　文化祭で毎
年迫真舞台　12年の活動ピリオド
がん患者への個別提供食　メニューまとめ本出版　島大付
属病院臨床栄養部
★四季の絵60点展示　出雲、カラヨキ市児童ら　多伎図書
館

松平家伝来品　島根県に寄贈　年譜など43点　DVDに記
録
小学校にアフガン視察団　図書室の仕組み学ぶ　松江
江戸期、大東（雲南）の古文書　500冊を10年かけ解読　宮
司・佐々木さん　自費で50冊の冊子に　あす説明会

農民小説家が来月出版　過疎地で働く女性描く　「農業の
楽しさ伝えたい」　飯南・戸田さん
八雲の作品基に紙芝居　史実の舞台取材　道徳教育に役
立て　津波の恐ろしさ 子どもたちに　松江、錦織さん
難病と闘い続け撮った命の輝き　出雲の故木佐さん　写真
集発刊　斐伊川土手の花々など120点

★国引き神話　英語紙芝居　出雲・長浜神社　地元一座が
奉納口演
スサマジ応援に"一役"　選手おすすめの本紹介　県立図
書館
図書館建設盛り込まず　駅前再開発で市長方針　江津

日本選手権優勝メダル　隠岐の島で展示　市民ランナー
川内選手　父親出身地の小中生励ます

島根最多 出雲の55万冊　両県1位は鳥取中央　公立図書
館年間貸し出し

「銀の道」を詳しく解説　広島の杉原さん　歴史紀行書を出
版
★出張読み聞かせ　雲南の三セク　図書館の内地域で

島大生企画「書評バトル」　愛読書　観客に魅力訴え　30
日、松江　高校生らも"参戦"

県立図書館探検　市民が役割学ぶ　松江
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紙名 掲載日 備考

山陰 2011.11.18 [学]松江南高校

山陰 2011.11.19 [他]

山陰 2011.11.20 [他]奥出雲町

山陰 2011.11.20 [学]

山陰 2011.11.30 [他]NIE
山陰 2011.12.1 [他]

山陰 2011.12.3 [他]雲南市

山陰 2011.12.4 [公]カルチャープラザ仁多

山陰 2011.12.16 [公]ひろせ図書室

山陰 2011.12.22 [他]

山陰 2011.12.25 [学]松江南高校

山陰 2011.12.26 [他]石正美術館

山陰 2011.12.27
[他]おはなしレストランライブラ
リー

山陰 2011.12.28 [他]

巻号 記事名／著者名 備考

no.299
（2011.1.1）

★「学校図書館を活かす組織づくりと図
書館係教員の役割
（竹中 庸子）

[学]松江市立城北小学校

2011.1
（通巻723号）

★県を挙げた学校図書館振興施策に学
ぶ　国民読書年・記念講演会　「今、島
根県の小・中学校の学校図書館が熱
い」開催

[学]

No.72/73
（2011.1）

島根大学医学部附属病院患者図書室
ふらっとの紹介
（小林 幸子）

[他]島根大学医学部附属病院患
者図書室

★国民読書年・記念講演会　「今、島根
県の小・中学校の学校図書館が熱い」
（槇川 亨）

[学]

★中・長期的な展望を持つ魅力ある図
書館経営計画の作成を目ざして　出商
チームで取り組む学校図書館活用教育
（山本 惠美子）

[学]出雲商業高校

2011.5
（通巻727号）

★<図書館を活用した学校教育を支援す
る　1>東出雲町学校図書館支援セン
ター
（原田 由紀子）

[学]東出雲町

2011.6
（通巻728号）

★夏休みを利用した学校図書館の改造
（三浦 郁子）

[学]浜田市立弥栄中学校

no.52
（2011年7月）

★島根県の学校図書館支援と県立図書
館
（矢野 信夫）

[公]島根県立図書館
[学]

no.307
（2011.9.1）

島根支部活動紹介 [学]

2011.11
（通巻733号）

★<いきいき学校図書館>島根県出雲市
立荘原小学校

[学]出雲市立荘原小学校

図書館評論

学校図書館

学校図書館

学校図書館

学校図書館

学図研ニュース

病院患者図書館

■雑誌記事  

誌名

学校図書館

学図研ニュース

2011.3
（通巻725号）

「出雲北浜誌」発刊　歴史や伝承まとめる

★雇用差別、高齢者虐待…　人権学習の成果披露　松江南高

「ふるさとの民話」出版　本紙連載　執筆者の酒井さん（松江）

ゆったりとブックカフェ　奥出雲　住民グループ開設
★工夫凝らし図書室改装　県内小中学校　保護者や教員
本棚手作り　予算限られ　広がる取り組み
<青春はつらつ新聞>いま私たちに何ができる?

★絵本見てクイズに答えて　専門図書館の利用増狙い
県立大短大部松江学生有志　正解者に手作りの贈り物
国鉄37年間の思いつづる　随筆集「汽笛は消えず」発刊
敗戦後の再興「語り継ぎたい」　安来の石丸さん

見出し

「イクジイ」の輪広げよう　市民グループ　園児に読み聞か
せ　雲南
★子どもに読書の楽しさ　奥出雲、工夫凝らしフェスタ　絵
本読み聞かせや人形劇
広瀬の市立図書室に図書カード10万円分　ごうぎん財団
が贈呈
空白の山陰漁民史紹介　寄稿まとめ自費出版　石見郷土
研究懇　児島さん
★図書館で討論授業　松江南高生　会話能力高める
石見弁でユーモラスに　昔話　語り部ら朗読　浜田・石正美
術館

2


