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★＝子どもの読書活動等に関する記事　　山陰＝山陰中央新報、中国＝中国新聞

紙名 掲載日 備考
読売 2015.1.12 [学]浜田商業高校

山陰 2015.1.13 [公]浜田市立中央図書館

[大]島根県立大学
[公]浜田市立中央図書館

山陰 2015.1.26 [他]西ノ島町

山陰 2015.1.27 [他]西ノ島町

山陰 2015.1.28 [他]西ノ島町

朝日 2015.3.17 [学]安来高校

山陰 2015.3.21 [公]松江市立中央図書館

山陰 2015.4.4 [書]アルトスブックストア

中国 2015.4.5 [他]吉賀町、津和野町

[公]松江市立中央図書館
[大]松江高専

山陰 2015.4.12 [私]曽田文庫

朝日 2015.4.16 [公]松江市立中央図書館

山陰 2015.4.18 [書]今井書店

朝日 2015.4.24 [公]雲南市立加茂図書館

山陰 2015.4.29 [大]島根大学

山陰 2015.5.2 [他]荒神谷博物館

中国 2015.5.4 [書]冬営舎

山陰 2015.5.5 [公]江津市図書館

朝日 2015.5.9 [公]島根県立図書館

山陰 2015.5.16 [書]ダルマ堂書店

中国 2015.5.10 [私]曽田文庫

山陰 2015.5.22 [公]島根県立図書館

朝日 2015.5.29 [公]益田市立図書館

山陰 2015.6.7 [公]安来市立図書館

山陰 2015.6.8 [公]島根県立図書館

朝日 2015.6.8 [他]奥出雲町

山陰 2015.6.10 [公]島根県立図書館

山陰 2015.6.10 [公]浜田市立中央図書館

本とふれあう「てんらんかい」　きょうから西ノ島・別府港
住民ら推薦本200冊　こたつでほっこり読書
全国公募の好き、大切な本　紹介文添え230冊ズラリ　西ノ
島で展示会
「本がある場所」創出　松浦道仁さん（西ノ島町美田）

2015（平成27）年　新聞記事・雑誌記事

■新聞記事

見出し

キャンバスに花咲かせ30年　92歳の「画伯」雲南・加茂町
の上原しまさん　県知事賞作品　図書館に寄贈
河本家の古書籍公開　貴重な150冊デジタル化　島根大附
属図書館　ネットで閲覧自由に
<さんいん本棚図鑑 3>荒神谷博物館（出雲市斐川町神庭）
松江の路地裏　趣の古書店　福山出身・猪原さん出店　食
をテーマ 貸し出しも
蔵書参考　体験イベント　浴衣帯結び方や栄養ドリンク作
り　江津市図書館が毎月開催

雲南などに分館構想　松江の曽田文庫　ネットで資金集め
地域づくりに一役

★安来高、初の奨励賞受賞　全国高校新聞コンクール　竹
島の日・大震災など特集
★絵本セット貸し出しへ　15テーマ50組用意　司書お薦め
の5冊　松江市立中央図書館
<さんいん本棚図鑑 1>アルトスブックストア（松江市南田
町）
「山暮らし」絵本に　柿木出身の斎藤さん・津和野の田中さ
ん　釣り・むしろ打ち…　戦中・戦後の日常描く

古民家　人集う図書館へ　来春、小学校閉校の高田地区
「世界超えた交流」育む
意外に知らない!?がんのこと　市民講座　松江赤十字病院
と島根県立図書館協力　きょうと24日、同図書館
<こだま>浜田市中央図書館を考える

<さんいん本棚図鑑 4>ダルマ堂書店（松江市母衣町）
中山間地域に図書館分館　松江の私設「曽田文庫」　邑南
など県内3ヵ所　CFで資金募る
江戸期城下絵図など200点　自宅でも閲覧可能　県立図書
館新システム　松江城国宝化関心高まる中
★平成27年度　子どもの読書活動優秀実践図書館　文部
科学大臣表彰　益田市立図書館
毎月学ぶ地元の歴史　吉松・県研究員講演「安来探訪」ス
タート

★ビブリオバトル　浜田商・榎さん準V
「旅」「ふるさと」名作と絡め語る　本題材にテーマトーク　浜
田
石見タイムズ復刻版発刊　浜田で戦後創刊　県立大・井上
教授が協力

山陰 2015.1.21

山陰 2015.4.11
小説、実用書も読もう　市立中央図書館　高専に出張貸し
出し

原発事故生々しく　震災直後の「福島民報」　松江の会社、
中央図書館に寄贈
<さんいん本棚図鑑 2>今井書店グループセンター店（松江
市田和山町）

劇作家・島村抱月の足跡　全集や肖像写真でたどる　県立
図書館

★子どもたちの写真作品募集　島根県立図書館　楽しい
本の読み聞かせ
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紙名 掲載日 備考
毎日 2015.6.25 [他]
山陰 2015.6.25 [公]松江市立中央図書館
山陰 2015.6.27 [私]勁草文庫

山陰 2015.7.1 [他]

山陰 2015.7.3 [他]安来市
山陰 2015.7.９ [公]浜田市立中央図書館

朝日 2015.7.11 [私]曽田文庫

[私]曽田文庫
[書]だんだん書房

山陰 2015.7.31 [他]岩國哲人

山陰 2015.8.4 [他]南陀楼綾繁

山陰 2015.8.4 [公]安来市立図書館

山陰 2015.8.5 [学]松江市立恵曇小学校

山陰 2015.8.7 [公]益田市立図書館

山陰 2015.8.7 [他]

山陰 2015.8.8 [書]かっぱ書房
山陰 2015.8.9 [公]隠岐の島町図書館

山陰 2015.8.18 [他]南陀楼綾繁

山陰 2015.8.22 [他]

山陰 2015.8.22 [書]冬営舎

山陰 2015.8.23 [公]松江市立図書館

山陰 2015.8.25 [他]南陀楼綾繁

山陰 2015.8.28 [学]

山陰 2015.8.28 [他]

山陰 2015.9.1 [学]浜田商業高校

山陰 2015.9.2 [学]出雲高校

山陰 2015.9.3 [他]

山陰 2015.9.8 [他]南陀楼綾繁

山陰 2015.9.8 [他]

山陰 2015.9.13 [他]

朝日 2015.9.16 [他]BOOK在月

朝日 2015.9.16 [学]NIE

朝日 2015.9.16 [学]松江工業高校

山陰 2015.9.17 [学]松江工業高校

山陰 2015.9.18 [学]

山陰 2015.9.18 [他]

山陰 2015.9.19 [私]山の図書室

山陰 2015.9.22 [公]松江市立中央図書館

見出し
★「おはなし隊」10月県内に　キャラバンカー訪問先募集

★「えほん障害者権利条約」注目　島根県は全学校に配
置　11月には浜田で作者招きイベント　県民に広く理解を
<本と遊べば 3 南陀楼綾繁 6>新しい古本屋　老舗の遺伝
子受け継ぐ
110年前の「松陽新報」発見　小笹さん（松江）宅で一部紙
面　本社、県立図書館未所蔵　当時の世相克明に
★豊かな感性育む「言葉」　絵本作家ら読み聞かせ　「本
好きになる環境を」　松江で親子フォーラム
お薦め本「一箱古本市」に　町おこし・活字文化の再燃期
待　読書好きの「店主」募る　来月3日・浜田、24日・松江
★島根と秋田の学力差を議論

★<子育てランド>こそだてえんむすびぶっくが好評　年齢
やテーマ別に絵本セット　　　※「りびえーる」に掲載
<本と遊べば 3 南陀楼綾繁 4>みず文庫　車のドア開くと図
書館に
★学テ順位過去最低　知事「厳しい結果」　読書推進「検
証」も
「牡丹名鑑」作る　主要353品種特徴詳細に　八束（松江）
の生産団体
★愛読書の魅力論じる　司書ら前に浜田商高生

Ruby使い図書管理　出雲コアカレッジ　県内初 システム導
入へ　学生も開発参加
<さんいん本棚図鑑 10>かっぱ書房（松江市雑賀町）
第2次世界大戦にまつわる品々展示　町図書館

16万冊保管書庫を一般公開

広々ホールに本2万冊並ぶ　しらかた古本市山陰 2015.7.25

<さんいん本棚図鑑 11>冬営舎（松江市西茶町）

★情感たっぷり朗読　「赤毛のアン」母校・出雲高学園祭
作家・翻訳家　松本侑子さん

<本と遊べば 3 南陀楼綾繁 3>石巻まちの本棚　本プラス
αの可能性探る
★読書推進フォーラム　9月12日に松江開催　親子で楽し
める3部構成

絵本出版　元出雲市長・岩國さん新聞エッセー「おばあさ
んのしんぶん」　「素晴らしい人がいたこと知って」
<本と遊べば 3 南陀楼綾繁>本からはじまる旅　古本市10
年　縁も広がる
メダカや熱帯魚の楽しいミニ水族館　市立図書館が開設
安来
★<まなびやリポート>恵曇小学校　4委員会が積極的に活
動　　　※「週刊さんいん学聞」に掲載
★市立図書館に寄贈　益田

<さんいん本棚図鑑 7>勁草文庫（出雲市斐川町荘原）
本とあそぼうおはなし隊　10月に島根巡回　訪問先とボラ
ンティア募集
子どもと本を考える　小林豊氏講演会「わたしの旅と絵本」
<こだま>行政文書などは目録化図る
<図書館が紡ぐ物語>週末はグラス片手に　松江・夜の図
書館部

一夜限り　よるの図書館　飲み物片手にくつろぎタイム　25
日、松江市立中央図書館

★保育実習　絵本読み聞かせ　松江工高生ら園児と交流

★松江工高生徒が読み聞かせ
★学テ低調　表現力に課題　読書や少人数学級充実へ
県教育長
アイルランドで朗読ライブ　来月　佐野史郎さんと山本恭司
さん　八雲作品　世界観表現へ意気込み
<さんいん本棚図鑑 12>山の図書室（雲南市大東町畑鵯）
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紙名 掲載日 備考

山陰 2015.9.24 [大]島根大学

山陰 2015.9.30 [他]
山陰 2015.10.6 [公]出雲市立ひかわ図書館

山陰 2015.10.6 [他]

朝日 2015.10.6 [他]

山陰 2015.10.10 [他]奥出雲町

山陰 2015.10.10 [他]西ノ島町

山陰 2015.10.16 [公]松江市立中央図書館

山陰 2015.10.16 [学]松江北高校

山陰 2015.10.17 [公]海士町中央図書館

山陰 2015.10.23 [他]出雲市

山陰 2015.10.25 [他]BOOK在月

山陰 2015.10.25 [公]松江市立中央図書館

山陰 2015.10.31
[他]おはなしレストランライブラ
リー

山陰 2015.11.1 [学]雲南市立加茂中学校

山陰 2015.11.3 [他]雲南市三刀屋町

山陰 2015.11.3 [他]

山陰 2015.11.7 [書]今井書店

山陰 2015.11.10 [大]島根県立大学

山陰 2015.11.12 [他]

山陰 2015.11.12 図書館周辺に花を植栽　浜田 [公]浜田市立中央図書館
山陰 2015.11.13 [学]江津市

山陰 2015.11.14 [大]島根県立大学

山陰 2015.11.14 [書]だんだん書房

山陰 2014.11.15 [学]海士町立福井小学校

山陰 2015.11.15 [大]島根県立大学

山陰 2015.11.15 [学]大田市立五十猛小学校

山陰 2015.11.22 [他]

山陰 2015.11.29 [学]安来市立第二中学校

山陰 2015.11.29 [大]島根県立大学

山陰 2015.12.3 [大]島根大学

山陰 2015.12.6 [公]松江市立中央図書館
山陰 2015.12.8 [公]島根県立図書館

朝日 2015.12.9 [公]海士町中央図書館

山陰 2015.12.9 [他]

学び場に戦争の影　旧制松江高　文献や遺品60点　島根
大学付属図書館で企画展
「一箱古本市」山陰にも拡大　本が紡ぐ楽しい語り合い
★ひかわ図書館まつり
★楽しい本の世界　輝く目　講談社のおはなし隊　県内巡
回始まる
★おはなし隊島根にきた　24日まで県内巡回

見出し

古本のフリマで本好きが交流　カラコロ工房　松江
小泉八雲と母テーマの写真展　出雲の高嶋さん企画　松
江市立中央図書館
★<さんいん本棚図鑑 14>おはなしレストランライブラリー
（松江市浜乃木7丁目）
★<しまねの学校図書館　変わる現場から 1>第2の教室
教科書では得られぬ意欲醸成
まちに再びにぎわいを　古本2000冊　健康相談　世代間交
流施設開所へ
★子どもと本 どうつなぐ　実演交え読書方法紹介　来月5
日、島根県民会館で

古里の行事や生活紹介　三成出身男性が書籍出版　奥出
雲町
福祉柱　交流施設に再生　旧美田小校舎を改修　町社教
入居子育てサロン　来年度オープン
「読書の秋」充実の時間を　松江市立中央図書館の司書
がアドバイス
★松原さん（松江北2年）優良賞　高校生読書体験記県審
査
<さんいん本棚図鑑 13>海士町中央図書館
「ヨル活」好評10回目　手づくりトークイベント　経営者や編
集者招き　参加者同士広がる交流　出雲

★福井小 新校舎が完成　図書室 町民と交流に活用　海
士
★<研究室への扉 山陰の大学は今 6>島根県立大短期大
学部・児童文学　絵本の楽しさ伝える
★<しまねの学校図書館　変わる現場から 2>出合い　「お
薦め本」で新しい世界
第1回島根本大賞決定　「胸の小箱」と「松江」
★<しまねの学校図書館　変わる現場から 3>中学生も読
み聞かせ　本の表現って楽しいな
図書館から除籍の4500冊　貴重な本買い求め次々　県立
大　松江

古代歴史文化賞　ブックフェア始まる　島根県内の今井書
店4店舗
★人生は木の年輪のよう　児童文学作家あまんきみさこん
松江で語る　読み手がそれぞれに感じて
「朗・朗ボランティア」で元気を　施設でハーモニカ演奏の
山本さん（松江）　自費出版本通じ高齢者後通し　本当の
幸せとは何か問う

★ソロプチが図書カード贈る　江津
県立大松江　本蚤の市　蔵書外れた3300冊100円で　28、
29日
<さんいん本棚図鑑 15>古書店「だんだん書房」（出雲市稲
岡町）

河本家所有古典籍デジタル化し公開　島根大付属図書館
第2弾34冊
★市立図書館で忍者ごっこ
★28人マイバッグ作ってエコ学ぶ　県立図書館で催し
島まるごと図書館　学校も公民館も分館　クラウドで資金
調達　「移住の決め手」の声も　海士町
松江藩から松江県・島根県へ　近代松江の出発点　激動
歴史示す島根県史料
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紙名 掲載日 備考
山陰 2015.12.12 [公]はくた図書室
山陰 2015.12.12 [書]フクオカ書店

山陰 2015.12.13 [学]松江市立八束学園

山陰 2015.12.27
[学]松江市立生馬小学校
     大田市立第二中学校

山陰 2015.12.27 [書]吉田屋書店

巻号 記事名／著者名 備考

2015年冬号
<特集　離島の情報環境>県立図書館に
よる市町村支援の取り組み

[公]島根県立図書館

2015年冬号
<特集　離島の情報環境>海士町（中之
島）、島まるごと、独自の図書館づくり

[公]海士町中央図書館

2015年冬号
<司書名鑑 No.6>磯谷奈緒子さん　海士
町中央図書館

[公]海士町中央図書館

2015.5（通巻775
号）

<いきいき学校図書館>大田市立北三瓶
小学校

[学]大田市立北三瓶小学校

vol.109-no.6
（2015年6月号）

<小規模図書館奮戦記 その220>曽田篤
一郎文庫ギャラリー(曽田文庫) 地方都
市の街にたたずむ「曽田篤一郎文庫」
（宍道 勉）

[私]曽田文庫

2015.12（通巻
782号）

<特集　学校司書の配置と養成の現状>
協働をめざして－松江市における全校
司書配置と研修から－（林 良子）

[学]松江市学校図書館

ライブラリー・リ
ソース・ガイド
ライブラリー・リ
ソース・ガイド

■雑誌記事  

誌名

学校図書館

図書館雑誌

見出し

<さんいん本棚図鑑 16>フクオカ書店（浜田市朝日町）
★<しまねの学校図書館　変わる現場から 4>仕掛け　子ど
もたちの好奇心刺激
★<しまねの学校図書館　変わる現場から 5>新聞を身近
に　文章や表現を読む力育てる
吉田屋書店31日閉店　浜田　歴史ファンに惜しまれ

ライブラリー・リ
ソース・ガイド

ごうぎん文化財団が寄贈
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