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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、毎日＝毎日新聞

紙名 掲載日 備考

山陰 2013.1.5 [私]曽田文庫

山陰 2013.1.6 [公]浜田市立中央図書館

山陰 2013.1.7 [他]島根県立大学

山陰 2013.1.7 [他]松江市

山陰 2013.1.7 [他]浜田市

山陰 2013.1.19 [公]島根県立図書館

山陰 2013.1.14 [大]島根県立大学

山陰 2013.1.15 [公]島根県立図書館

山陰 2013.1.17 [他]西ノ島町

山陰 2013.1.20 [公]浜田市立中央図書館

山陰 2013.1.23 [他]海士町

山陰 2013.1.23 [学]浜田商業高校

山陰 2013.3.8 [公]美郷町

山陰 2013.8.7 [公]飯南町立図書館

山陰 2013.8.9 [公]浜田市立中央図書館

山陰 2013.8.18 [公]浜田市立中央図書館

山陰 2013.8.20 [公]浜田市立中央図書館

毎日 2013.9.5 [公]浜田市立中央図書館

山陰 2013.9.11 [学]松江市

山陰 2013.9.13 [学]松江市

山陰 2013.9.16 [公]益田市立図書館

山陰 2013.9.17 [学]松江市

山陰 2013.9.17 [他]邑智郡
山陰 2013.9.18 [他]島根県
山陰 2013.9.18 [学]松江市
山陰 2013.9.19 [学]松江工業高校

山陰 2013.9.20 [公]隠岐の島町図書館

山陰 2013.9.23 [公]浜田市立中央図書館

山陰 2013.9.24 [公]浜田市立中央図書館

★松江市教委が議事録作成　「ゲン」問題踏まえ

★「予防」より「修復」に重きを　「はだしのゲン」閲覧制限に
ついて精神科医・斉藤環さんに聞く

★読み聞かせで育児に関心

竹島啓発本草案まとまる
★校長と意見交換会設置へ

★「閲覧制限許されない」　図書館の自由委員会・西河内
委員長
★「絵本大切に読んで」　邑智郡更正保護女性会

<石見@インタビュー>浜田市立中央図書館長　島田正樹さ
ん
入館者5万人到達　先月開館の浜田中央図書館　予想よ
り20日早く

2013（平成25）年　新聞記事・雑誌記事

■新聞記事

見出し

創業ノウハウや事例集め書籍展　島根県立図書館

★対談内容まとめ冊子作成　なでしこ選手訪問　市内全小
中高に配る　浜田署

本を題材に市民ら交流　松江、講評や古本市

「一箱古本市」を議論　松江の曽田文庫　発案者と市民有
志

ネットのトラブル注意　図書館講座　弁護士が対処法紹介
松江

古本回収に賛同広がる　岩手の図書館再建費支援　県立
大松江　昨年から活動　1万冊超集まる

こたつ入り読書楽しむ　本にちなんだ展覧会初開催　立体
作品も展示　西ノ島

<カメラ紀行>浜田市立中央図書館　山陰の図書館発
バーコード付きICタグ　最新の自動貸し出し・返却機で効

★しまね子ども読書フェスティバル2013 in益田　自分の視
点持った人生を　児童文学作家たつみやさん　半生振り返

★本の楽しさ市民触れる　浜田　新図書館で「まつり」　紙
芝居や読み聞かせも

★<熱血群像　島根で頑張る若者たち 5>県立大短大部総
合文化学科　出前シェフ（松江市）　臨場感存分に読み聞
かせ

<石見活性化キャンペーン　新・明日へつなぐ 6　第2部
2013年注目プロジェクト>1 浜田市の新図書館

★<カメラスケッチ>本と楽しく触れ合い　浜田で図書館まつ
り

地元・隠岐の島で原画展　戦前の竹島題材　絵本「メチの
いた島」　原作者の杉原さん　漁猟の様子など説明

浜田で中央図書館を考えるシンポ　市民ボランティア関わ
る環境づくりを　松江市立図書館大矢前館長が講演
海士での活動 本に　Iターンし企画会社創業の2人　5年間
の軌跡つづる
★卒業前に思い出絵本に　浜田商業高3年生6人　あす児
童に読み聞かせ
山村センター建て替え　図書館併設、避難所にも　美郷町
方針
図書館や公民館機能集約　頓原基幹支所　概要案を説明
飯南町
浜田市立中央図書館　新たな文化拠点あす開館　蔵書17
万冊　電子書籍閲覧もOK
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紙名 掲載日 備考
山陰 2013.9.25 [他]益田市

山陰 2013.9.28 [他]

山陰 2013.10.2 [学]松江市
山陰 2013.10.2 [学]松江市
山陰 2013.10.10 [学]島根県
山陰 2013.10.17 [他]益田市
山陰 2013.10.18 [学]松江市
山陰 2013.10.23 [学]松江市
山陰 2013.10.26 [他]

山陰 2013.11.2 [大]島根県立大学

山陰 2013.11.5 [公]出雲市立ひかわ図書館

山陰 2013.11.6 [他]

山陰 2013.11.7 [他]松江市

山陰 2013.11.8 [学]

山陰 2013.11.14 [学]松江市

山陰 2013.11.19 [他]

山陰 2013.11.23 [他]

山陰 2013.11.23
[他]
[学]松江市

山陰 2013.11.24 [公]カルチャープラザ仁多 

山陰 2013.11.25 [学]出雲商業高校

山陰 2013.11.26 [学]益田市

山陰 2013.12.1 [公]島根県立図書館

山陰 2013.12.1 [公]海士町中央図書館

山陰 2013.12.2 [公]浜田市立三隅図書館

山陰 2013.12.5 [学]松江市

山陰 2013.12.5 [他]松江市

山陰 2013.12.7 [他]島根県図書館協会

山陰 2013.12.11 [公]安来市立図書館

山陰 2013.12.18 [公]浜田市立中央図書館
山陰 2013.12.21 [他]松江市
山陰 2013.12.21 [学]松江市

山陰 2013.12.22 [学]

山陰 2013.12.28
[他]島根あさひ社会復帰促進セン
ター

山陰 2013.12.28 [他]
山陰 2013.12.29 [他]益田市
山陰 2013.12.31 [他]松江市

隠岐騒動テーマに講演　出雲出身作家松本侑子さん　背
景や評価説明

★民話世界　情感豊かに　益田・匹見で地元の昔話披露
★非正規、不安定な雇用形態

見出し

雑賀400年の歴史一冊に　三区町内会が郷土史発行

★幼児ら英語に親しむ　ハロウィンをテーマに絵本読み聞
かせ　浜田市

石見の民話継承へ本出版　益田市民らの語り部団体

益田の良さを紙芝居で紹介

受刑者の文通プログラム　紹介冊子を作成

喜寿記念し画集出版　出雲市　鎌田卿子さん

★臨場感たっぷり披露　声優が児童に紙芝居　益田市内
の小学校

★<記者回顧　山陰2013　3>　（はだしのゲン閲覧制限問
題について）

★ゲン閲覧制限　1小学校継続
郷土史出版へ準備着々　松江・雑賀三区町内会

ネット活用　運営資金を募る　海士町立中央図書館（島根）
地元有志がプロジェクト　全国に支援呼び掛け

入館者が10万人に　浜田市立中央図書館

心温まるイラスト100点　安来市立図書館で「小さなアート
展」

必ず役立つと信じて　図書館活動アドバイザー講演　松江

★口頭での説明なく議員から不満の声　「ゲン」閲覧制限
問題　市議会全員協議会　松江市教委点検報告
旧日本軍での体験語る　松江

特産西条柿題材に絵本　浜田市三隅町

★パパが絵本読み聞かせ　くにびきメッセでイベント

★「ゲン」子どもに聞き取りを
★<こだま>本質論を避けた「ゲン」問題

戦国時代　陰陽11カ国制した尼子氏　上月落城後の「小
伝」出版

★新聞読み意見を書く 図書館活用しNIE実践　出雲商業
高校

昔の奥出雲　風土記で探る　奥出雲町三成カルチャープラ
ザ仁多 

★「全ての資料公平に」　全国図書館大会　福岡

公民館や空き家活用

★図書館事業A評価　松江市教委　昨年度報告書

★読書の重要性指摘　池上氏(ジャーナリスト)が講演　浜
田市　7日、8日

日本軍の「過ち」後世に　中国での虐殺記録　10年かけ出
版へ　山陰中国帰還者連絡会など

★子どもたち本に夢中　移動図書館県内巡回スタート　松
江

原爆の悲惨さ克明に　県被爆者協結成50年記念会誌発行

島根の旅行本　全国発売
★「権利擁護意識が欠如」
★憲法の視点で考える　「ゲン」閲覧制限
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巻号 記事名／著者名 備考
「JLA図書館大会学校図書館分科会」報
告
（岡本 あゆみ）

[学]

<Mｙ学図研史-私と学図研>先達の足跡
に学ぶ　「無知の知」はまだまだ続く
（漆谷 成子）

[学]

第2972号
（2013.1.11）

<第98回全国図書館大会島根大会報告
上>
文化を伝え未来を創る図書館
（大矢 敬子）

[他]

<第98回全国図書館大会島根大会報告
下>
第1分科会第1分散会　地方から発信〜
がんばる図書館
（藤田 儒聖）

[公]

<第98回全国図書館大会島根大会報告
下>
学校図書館の可能性を探る
（大野 浩）

[学]

2013.1
（通巻747号）

★<いきいき学校図書館>松江南高等学
校

[学]松江南高等学校

図書館雑誌
vol.107-no.3
（2013年3月号）

<小規模図書館奮闘記　その193>島根
県立大学短期大学部松江キャンパス お
はなしレストランライブラリー 大切な本と
出会ってもらうために : 学生とともに作る
図書館

[他]おはなしレストランライブラリー

<図書館100連発 2　111>被災地の広報
誌を取り寄せて提供

[公]松江市立中央図書館

<図書館100連発 2　160>地元の人によ
る、場に適した書架

[公]西ノ島町立中央公民館図書室

<図書館100連発 2　161>「みんなでつく
る」が実感できる図書館づくり

[公]海士町中央図書館

[公]松江市立中央図書館　
　　安来市立図書館

<図書館100連発 2　197>100均のクリッ
プでつくれる書架見出し

[公]松江市立東出雲図書館

<図書館100連発 2　198>書架の切れ
目、シンプルできれいに表現

[公]松江市立中央図書館

Ozmagazine
27巻7号
（2013年7月号）

隠岐島　"ない"なら可能性は無限大 [公]海士町中央図書館

図書館雑誌
vol.107-no.8
（2013年8月号）

<小規模図書館奮闘記　その198>島根
県・吉賀町立図書館　活躍する「み・た・
い号」!　-住民に親しまれる開かれた図
書館を目指して-
（永安恵治）

[公]吉賀町立図書館

週刊読書人

週刊読書人
第2973号
（2013.1.18）

学図研ニュース
no.323
（2013.1.1）

ライブラリー・リ
ソース・ガイド

2013年夏号
<図書館100連発 2　172>自治体を越え
た連携から生まれるサービス

学校図書館

■雑誌記事  

誌名
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