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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、日日＝島根日日新聞

紙名 掲載日 備考
[公]雲南市立木次図書館
　　 隠岐の島町図書館 

山陰 2014.1.15 [公]出雲市立海辺の多伎図書館

山陰 2014.1.21 [公]江津市図書館

山陰 2014.1.24 [公]江津市図書館

山陰 2014.1.28 [他]出雲市

山陰 2014.2.7 [学]島根県

山陰 2014.2.10 [公]海士町中央図書館

山陰 2014.2.21 [他]西ノ島町

山陰 2014.2.28 [公]松江市立図書館

山陰 2014.4.13 [公]松江市立図書館

山陰 2014.4.18 [大]島根大学 

山陰 2014.5.3 [他]おはなしレストランライブラリー
山陰 2014.5.4 [学]島根県
山陰 2014.5.20 [公]松江市立中央図書館

[公]浜田市立中央図書館
[大]島根県立大学 

山陰 2014.5.28 [学]松江市立城北小学校

山陰 2014.5.30 [大]島根大学 

山陰 2014.6.14 [公]安来市立図書館

山陰 2014.6.17 [公]安来市立図書館
山陰 2014.7.4 [公]松江市、浜田市、吉賀町

山陰 2014.7.6 [公]出雲市立ひかわ図書館

山陰 2014.7.10 [公]島根県

山陰 2014.7.10 [公]邑南町立図書館

山陰 2014.7.12 [学]安来高校
山陰 2014.7.30 [公]益田市立図書館

山陰 2014.8.1 [学]浜田商業高校

山陰 2014.8.10 [公]浜田市立中央図書館

山陰 2014.8.13 [公]出雲市立海辺の多伎図書館

山陰 2014.8.18 [公]江津市図書館
山陰 2014.8.20 [公]島根県立図書館

山陰 2014.8.21 [公]江津市図書館

山陰 2014.8.24 [公]安来市立図書館

山陰 2014.8.25 [学]松江市

山陰 2014.8.26 [公]安来市立図書館

★子どもへの読書指導　出雲で童話作家講演　『学校や家
族の役割大切』
楽天と協力し『移動図書館』

★『面白いのはこの本』安来高でビブリオバトル

★榎君(浜田商高)全国大会へ　愛読書評価『ビブリオバト
ル』

県境越え図書貸し出し　島根・邑南と広島・三次　広域利
用　本年度から開始

★法人会が児童用図書を寄贈

★浜田・中央図書館1周年記念　拡大版おはなし会満喫
児童や幼児
★図書館に預けたぬいぐるみ　探してくれた絵本楽しむ
多伎（出雲）でイベント
昨夏の豪雨被害　江津の様子撮影　市図書館で写真展

★ぬいぐるみが探した本紹介　図書館まつり　江津　子ど
も28人参加

★絵本を通じ竹島知って　松江で読み聞かせ会

★市教委と学校意見交換増　『ゲン』閲覧制限撤回1年

6市町運行「移動図書館車」　住民の読書推進に貢献

■新聞記事

見出し

ごうぎん財団が図書カード寄贈　雲南と隠岐の島の図書館

松江農林高写真部　力作100点を展示　出雲の多伎図書
館
<こだま>次の江津市長、文化力強化を
温かみあふれる絵本や画集展示　童画家・佐々木さん追
悼　江津市図書館　コーナーを設置

蔵書充実支援金　目標額を達成　海士町中央図書館
ネット上で募集　全国93人から124万円
図書室を活用「ほんのてんらんかい」
選書の在り方明記　「ゲン」問題踏まえ方針　松江市立図
書館協
雑誌カバーに広告　松江市立3図書館　掲載料図書購入
費に

★学習環境向上へ活動
★公立小中校図書館　司書配置5年延長　人件費補助 常
勤も対象

閉架書庫を一般開放
県立大の学外学習　成果報告書を展示　浜田市役所と中
央図書館

2014（平成26）年　新聞記事・雑誌記事

★安来市立図書館　県内で唯一文科大臣賞　子どもの読
書活動実践
「安来探訪」の講座スタート　市民100人が聴講

桑原羊次郎氏の収蔵品　厳選50点を展示　島大付属図書
館
★おはなしライブラリー3周年
★制度拡充した学校司書配置　長期的視点で積極活用を

★『縁の下の力持ち』20年　松江・城北小図書館応援団
本の修繕や読み聞かせ　児童の読書支える
島大生が選書ツアー　付属図書館蔵書へ

山陰 2014.1.9

山陰 2014.5.22

★児童生徒が新聞作り　安来でワークショップ　本社社員
を講師に

★人形劇や本読み聞かせ　市立図書館子どものつどい
親子ら楽しむ
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紙名 掲載日 備考

山陰 2014.8.26 [他]NIE

山陰 2014.8.26 [学]松江市

山陰 2014.8.28 [公]松江市立中央図書館

山陰 2014.8.29 [学]松江市
山陰 2014.9.26 [学]松江工業高校

山陰 2014.9.28 [公]出雲市立出雲中央図書館

山陰 2014.10.1 [学]川本町立川本小学校

山陰 2014.10.15
[他]曽田文庫
　　おはなしレストランライブラリー

山陰 2014.10.15 [公]出雲市立海辺の多伎図書館

山陰 2014.10.17 [公]隠岐の島町図書館
日日 2014.10.18 [公]雲南市立加茂図書館
山陰 2014.10.26 [他]松江市
山陰 2014.10.26 [他]おはなしレストランライブラリー

日日 2014.10.31 [公]雲南市立加茂図書館

山陰 2014.11.6 [公]隠岐の島町図書館

山陰 2014.11.6 [他]山陰中央新報
山陰 2014.11.7 [他]松江市

山陰 2014.11.17 [公]海士町中央図書館

山陰 2014.11.19 [大]島根大学 

山陰 2014.11.25 [公]出雲市立平田図書館

山陰 2014.12.6 [公]江津市図書館

山陰 2014.12.9 [公]江津市図書館

山陰 2014.12.21 [公]松江市立中央図書館

山陰 2014.12.24 [公]島根県立図書館

山陰 2014.12.28 [公]吉賀町立図書館

山陰 2014.12.29 [公]浜田市立旭図書館

巻号 記事名／著者名 備考

vol.108-no.1
（2014年1月号）

<小規模図書館奮闘記　その203>島根
県・海士町中央図書館　海士町島まるご
と図書館構想の取り組み　-行政・学校・
公共図書館が一体となった図書館づくり
-
（大谷 快）

[公]海士町中央図書館

vol.108-no.7
（2014年7月号）

<特集　図書館とファンドレイジング>島
根県海士町中央図書館へのクラウドファ
ンディングによる図書購入支援
（磯谷 奈緒子）

[公]海士町中央図書館

vol.64-no.8
（2014年8月）

<特集　ファンドレイジング活動>島根県
隠岐島の海士町中央図書館にみんなで
本を贈ろう! あま図書館応援プロジェクト
の取り組み
（磯谷 奈緒子）

[公]海士町中央図書館

図書館雑誌

★<ひと☆交差点>後藤裕美子さん（出雲市多伎町多岐）
子どもと本近づける

★小中学校6割見直し　図書館運営や選書基準

★新聞教育で『賢い紙民』に　徳島で第19回NIE全国大会

■雑誌記事  

誌名

見出し

★ゲン問題　反省点など列記
★絵本読み聞かせ園児と触れ合う

松江の2館 栄誉の受賞　第1回マイクロ・ライブラリーア
ワード

★小中学生作の創作怪談展示　松江市立中央図書館　貸
し出しも

「赤毛のアン」読み夢や希望持って　翻訳の松本さん　古
里で講演

★全学級で大人が絵本読み聞かせ　川本小、町長も参加

町立図書館が来県者100万人超え

★絵本にワクワク 実験ドキドキ　図書館で科学イベント
隠岐の島

鉄道OBのコレクションずらり　加茂図書館で20日まで

加茂図書館まつりにぎわう　お宝作品展や絵本の読み語
り

ライブラリーオブザイヤー　海士の図書館優秀賞　分散型
サービスなど評価

教科書の変遷、面白さ知って　平田図書館　大正時代-現
代の「国語」展示

★絵本の世界楽しさ体験　子ども読書推進フェス
★絵本読み聞かせや創作劇が人気

★『週刊さんいん学聞』創刊
★松江の『おはなしブリュッケン』、『野間読書推進賞』受賞

島根大図書館リユース市

情報の科学と技
術

女性や子どもの支援へ寄付
優しく温かなタッチ　江津市在住イラストレーター　市図書
館で水彩画展
一夜限りの「よるの図書館」　松江市立中央図書館　あす
初開催

貸し出し100万冊達成　節目の利用者に記念品　吉賀町立
図書館
旧浜田高校今市分校　複合交流施設に再利用　来年度に
改修着手　図書館や児童クラブ

★松江でXマスイベント　読み聞かせやハンドベル

図書館雑誌
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vol.108-no.10
（2014年10月号）

<特集　電子化時代の資料アクセス>全
国遺跡資料リポジトリ・プロジェクト -文
化遺産の記録をすべての人々へ!-
（昌子喜信、田籠博）

[大]島根大学附属図書館図書館雑誌
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