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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、朝日＝朝日新聞

紙名 掲載日 備考

 山陰  2016.1.12  [公]浜田市立中央図書館

 山陰  2016.1.14  [公]島根県立図書館

 山陰  2016.1.17
 [学]松江市学校図書館支援セン
ター

 山陰  2016.1.21  [公]安来市立図書館

 山陰  2016.1.23  [私]曽田文庫

 山陰  2016.1.29  [公]益田市立美都図書館

 朝日  2016.1.29  [学]奥出雲町立高田小学校

 山陰  2016.1.31  [学]盲学校、松江養護学校

 山陰  2016.2.6  [公]島根県立図書館

 山陰  2016.2.6  [書]DOOR

 山陰  2016.2.7  [公]島根県立図書館

 山陰  2016.2.11  [公]島根県立図書館

 山陰  2016.2.12  [公]安来市立図書館

 山陰  2016.2.13  [他]

 山陰  2016.2.14
 [学]松江市立揖屋小学校、浜田
市立石見小学校

 山陰  2016.2.23  [他]

 山陰  2016.2.28
 [学]雲南市立佐世小学校、松江
市立揖屋小学校

 山陰  2016.3.3  [他]益田市

 山陰  2016.3.5  [他]中村元記念館

 山陰  2016.3.5  [公]島根県立図書館

 山陰  2016.3.9  [他]島根県図書館協会

 山陰  2016.3.13  [学]大田市立第二中学校

 山陰  2016.3.15  [公]島根県立図書館

 山陰  2016.4.8  [公]島根県立図書館

 山陰  2016.4.10
 [書]アルトスブックストア、今井書
店

 山陰  2016.4.10
 [学]安来市子ども読書推進ボラン
ティアネット、東出雲中学校区

 山陰  2016.4.16  [公]松江市立図書館

 山陰  2016.4.16  [公]浜田市立中央図書館

 いなかごはん知って　高津川の食、市民団体がレシピ本

 <さんいん本棚図鑑 21>中村元記念館（松江市八束町）貴
重な蔵書の閲覧可能 

 島根県立図書館　定期講座募集

 図書館司書ら本紹介し合う　ビブリオバトル講習会

 旅の魅力 30人再認識　フリーペーパー発行坂本さん　お
薦め本30冊紹介　浜田

 本で豊かな心育てる　来月27日　安来で読み聞かせ啓発

 ★<しまねの学校図書館　変わる現場から　6>松江の物
流システム　足りぬ本を素早く貸し借り

 <女子ログ>図書館

 ★読み聞かせフォトコン　高橋さん（出雲）ら最優秀賞

 中央図書館　50万人目　入館者　大井さん（江津）に記念
品（浜田）

 ★<しまねの学校図書　変わる現場から　10>特別な授業
数学という学問「楽しんで」
 総合戦略に理解深めて　県立図書館が市民講座　19日、
松江
 商圏データベース導入　島根県立図書館　人口や消費情
報提供　5月から
 「新型書店」で客足復活　カフェでくつろぎ・ジャンル絞り特
色…
 ★<しまねの学校図書館　変わる現場から　11>司書の連
携　1冊でも多く本伝えたい
 マスコットのウサギに名を　松江市立図書館　絵本貸出事
業

 ★<しまねの学校図書　変わる現場から　8>調べ学習　身
に付く幅広い能力
 「県社比布智神社史」復刻版と比布智神社文書　2千点
超、種類も豊富
 ★<しまねの学校図書　変わる現場から　9>多様化する読
書活動　角度を変え工夫凝らす

 <さんいん本棚図鑑 20>DOOR（松江市上乃木1丁目）店主
の感性で本、雑貨並ぶ

 ★本の読み聞かせが子どもの想像力育む　講演聴き効
能知る　安来

 <こだま>いかに読書の時間つくるか

 政治へ関心高め一票を　県立図書館　選挙関連の資料
展示

 <さんいん本棚図鑑 19>曽田文庫（松江市雑賀町）市民の
力でつくる図書館

 蔵書7500冊がぬれる被害　益田の美都図書館

 <さよなら学び舎>奥出雲・高田小　卒業生が図書館開設
築100年の空や活用●人つながる場目指す
 ★<しまねの学校図書　変わる現場から　7>特別支援学
校　工夫凝らし本の世界へ
 しまね文学散歩 21日に200回　17年間の歩み振り返る
県立図書館人気講座　使用教材163点展示
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 山陰  2016.4.21  [他]おはなしブリュッケン

 山陰  2016.4.24  [学]松江市立大庭小学校

 山陰  2016.4.26  [公]かわもと図書館

 山陰  2016.4.26  [学]島根県立矢上高校

 山陰  2016.5.8  [学]松江市立揖屋小学校

 山陰  2016.5.15
 [他]BOOK在月実行委員会、 [書]
冬榮舎

 山陰  2016.5.22  [学]安来市立広瀬中学校

 山陰  2016.5.31  [他]益田市

 山陰  2016.6.5  [学]飯南町立頓原小学校

 山陰  2016.6.7  [学]島根県立矢上高校

 山陰  2016.6.12  [他]

 山陰  2016.6.15  [学]島根県立安来高校

 山陰  2016.6.19  [学]雲南市立佐世小学校

 山陰  2016.6.22  [公]松江市立中央図書館

 山陰  2016.6.23  [公]海士町中央図書館

 山陰  2016.7.3
 [学]江津市立津宮小学校、雲南
市立吉田小学校

 山陰  2016.7.5  [学]益田市立中西小学校

 山陰  2016.7.6  [私]曽田文庫

 山陰  2016.7.6  [書]今井書店

 山陰  2016.7.16  [大]島根県立大学短期大学部

 山陰  2016.7.17  [公]島根県立図書館

 山陰  2016.7.17  [学]出雲市立西野小学校

 山陰  2016.7.23  [書]プロジェクトゆうあい　他

 山陰  2016.7.27  [他]

 山陰  2016.7.31
 [学]安来市立十神小学校、松江
市立乃木小学校

 山陰  2016.8.9
 [他]学校図書館を考える会いず
も、 [公]出雲市立出雲中央図書

 山陰  2016.8.11  [公]江津市図書館

 山陰  2016.8.28  [他]

 山陰  2016.8.28

 山陰  2016.9.13  [学]出雲市立荘原小学校

 山陰  2016.9.17  [書]今井書店グループ

 ★司書アンケート　現場 「常勤」求める声８割にも　思い
学校と世間つなぐ　懸け橋に
 「どのように？」が質問力向上のコツ　荘原小で情報活用
授業

 松江に出版流通研究拠点　ソフビジ内に建設　傘下企業
業務集約　新事業創出狙う　今井書店グループ

 旧合銀本店で「古本祭」　廉価本から珍しい郷土本…　あ
すから松江・白潟本町
 本の面白さ伝える　ストーリーテリング　地元児童らに披
露　園の角さん

 ★<しまねの学校図書館　変わる現場から　19>読書感想
文　本選びのポイント指導

 ★学校図書館どう活用　専門家講師にセミナー　来月11
日　出雲 

 家族で楽しむ読み聞かせ　今年も市図書館まつり 

 ★<しまねの学校図書館　変わる現場から　20>高まる必
要性　環境整備し活動充実を

 ★法人会が中西小に図書寄贈　益田

 自由で開けた図書館 注目　韓国のテレビ局が取材　住民
有志運営の曽田文庫

 映画館親しんで絵本おはなし会　ゆめタウン　出雲

 ★「読み聞かせ」８割 週1回以上　父親も頑張り5割　島根
県立大短期大学部調査

 工芸名品見どころ解説　学芸員が美術講座　島根県美企
画展
 ★<しまねの学校図書館　変わる現場から　18>図書委員
会の仕事　本通し子ども同士交流

 ★忍者になって本探し　児童ら風呂敷がぶり　中央図書
館
 お薦め本紹介やトーク　25,26日イベント　松江の書店店
主招き　海士町図書館
 ★<しまねの学校図書館　変わる現場から　17>地域の関
わり　児童包む柔らかな雰囲気

 ★「お薦めの本はこれ」3年生9人が書評合戦　安来高

 ★<しまねの学校図書館　変わる現場から　16>POP工房
本屋のように魅力アピール

 食べて読んで野菜学ぶ　ベジタブックフェスタ

 ★<しまねの学校図書館　変わる現場から　14>生徒自作
の「紹介箱」本の魅力を伝え合う
 あけぼのＬＣが図書購入費寄贈　益田

 ★<しまねの学校図書館　変わる現場から　15>日常に溶
け込む図書館　本へのハードルを低く
 ★スイーツ味わい読書　耕すシェフ・キッチンカー　矢上高
で青空カフェ

 ★「読みメン」になろう　対話型絵本お薦め

 ★語り続けて20年　おはなしブリュッケン（松江）　子どもた
ちの心の成長手助け

 ★<しまねの学校図書館　変わる現場から　12>オリエン
テーション　本の探し方を教える

 図書館の仕事忙しい　貸出や返却　児童体験

 ★一票で政治変わるか！？　選挙の仕組み　矢上高生学
ぶ
 ★<しまねの学校図書館　変わる現場から　13>「ヨミール」
どの子も一緒に楽しむ
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 山陰  2016.9.18
 [他]学校図書館を考える会いず
も、 [公]出雲市立出雲中央図書

 山陰  2016.9.25  [公]島根県立図書館

 山陰  2016.9.30  [他]BOOK在月実行委員会

 山陰  2016.10.8
 [学]雲南市立木次中学校、[公]島
根県立図書館

 山陰
 

 2016.10.9  [公]島根県立図書館

 山陰
 
2016.10.28

 [他]

 山陰
 
2016.10.31

 [他]島根県図書館協会

 山陰  2016.11.3  [学]雲南市立掛合小学校

 山陰  2016.11.3  [書]今井書店

 山陰  2016.11.3  [他]

 山陰
 
2016.11.17

 [他]難波利三文庫

 山陰
 
2016.11.19

 [学]松江市立女子高等学校

 山陰
 
2016.12.11

 [公]海辺の多伎図書館

 山陰
 
2016.12.11

 [他]益田市

 山陰
 
2016.12.15

 [公]松江市立中央図書館

 朝日
 
2016.12.16

 [大]島根県立大学松江キャンパ
ス

 山陰
 
2016.12.28

 [公]松江市立中央図書館

巻号 記事名／著者名 備考

 vol.110-no.6 
(2016年6月号）

 <れふぁれんす三題噺　連載その百三
十四　島根県立図書館の巻>相互協力
を活用したレファレンス

 [公]島根県立図書館 図書館雑誌

■雑誌記事  

誌名

 おはなしシェフ 絵本をアレンジ　県立大生、クイズ交え読
み聞かせ

 読み物片手に夜の読書楽しむ　市立中央図書館

 名著初版や書簡一堂に　300点出品「世界の書籍展」開幕
松江
 ＜石見のお宝紹介＞業績たたえ代表作並ぶ　難波利三
文庫（大田）
 読まれる新聞作りは　記者がレイアウト伝授　市立女子高
図書委6人
 幻の句集「槃草」発見　江戸時代の女流俳人・松井しげ
出雲・多伎図書館

 新成人 募金活動に奔走　図書寄贈へ企業訪問

 夜の図書館楽しんで　21日、9時まで開館

 ★絵本で語る読書のすゝめ　木次中で普及員・江角さん

 困ったときの知恵袋　図書館のレファレンスサービス　ネッ
ト時代でも根強い利用
 人類の知の一端に触れて　カントの初版本など300点展
示　来月2日から松江で世界の書籍展
 本との出合い自由に表現　読書体験記を募集　島根県図
書館協会
 ★読書学習に役立てて　掛合小に図書寄贈　みずほ教育
福祉財団

 古代歴史文化賞受賞本フェア開催　島根県内の今井書店

 ★言葉で伝える難しさ、面白さ体験　学校図書館活用
テーマ決め調べ学習　出雲でワークショップ

 がんへの意識高める図書展示

 本と本好きが集う松江に　BOOK在月

3


