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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  2018.1.18  [公]島根大学付属図書館

 山陰  2018.1.18  [他]青原公民館

 山陰  2018.1.18
 [学]知夫村立知夫小中学校、浜
田市立旭小学校

 山陰  2018.1.24  [大]島根大学付属図書館

 山陰  2018.1.25  [他]ライトハウスライブラリー

 山陰  2018.1.26  [公]西ノ島町

 山陰  2018.1.28  [公]益田市立図書館

 山陰  2018.1.31
 [他]島根県図書館協会、島根県
立図書館

 山陰  2018.2.28  [公]島根県立図書館

 山陰  2018.3.7
 [公]出雲市立ひかわ図書館、島
根県立図書館

 山陰  2018.3.7  [大]島根県立大学短期大学部

 山陰  2018.3.9  [学]島根県立津和野高等学校

 山陰  2018.3.13  [公]益田市立図書館

 山陰  2018.3.23  [公]益田市立図書館

 山陰  2018.4.6  [公]かわもと図書館

 山陰  2018.4.15  [学]知夫小中学校

 山陰  2018.4.18  [大]島根大学付属図書館

 山陰  2018.4.26  [公]島根県立図書館

 山陰  2018.5.3
 [大]島根県立大学松江キャンパ
ス図書館

 山陰  2018.5.4  [他]

 山陰  2018.5.5  [公]松江市立中央図書館

 山陰  2018.5.12
 [大]島根県立大学松江キャンパ
ス

 山陰  2018.5.16  [他]ライトハウスライブラリー

 島根県 国文化財申請へ　県庁本庁舎　県立図書館　松
江城山と近代建築群「一体的な観光資源」

2018（平成30）年　新聞記事・雑誌記事

■新聞記事

見出し

 海と生きる町民の暮らしに思いはせ　島根大図書館民具
展

 ★子育ての母親ら交流　わが子と絵本楽しむ　青原公民
館「ぴよぴよサロン」

 ★黄色い手帳運動は、山陰両県の小学校に図書を寄贈
しています。　活動状況の紹介

 島根半島の漁具50点　島根大図書館で展示

 求められる一冊　より早く正確に　音訳ボランティア浜田
雄子さん（松江）

 しまね未来訪訪34　「常識」超える新しい場を　西ノ島町コ
ミュニティ図書館

 木製パズル　小物買い求め　市立図書館　家族連れら催
し楽しむ

 使いやすい図書館目指せ　専門家が講演　魅力的な掲示
法伝授　県東部関係者が研修会

 ★年齢に合わせリニューアル　お薦め絵本5冊セット　こそ
だてえんむすびぶっく　松江市立中央図書館

 ★読み聞かせの研修会　11日斐川　ボランティア対象

 図書館再生 人集う場に　復興半ば２万冊贈り支援　東日
本大震災７年　繋 つながる 山陰両県と岩手・陸前高田市

 ★山本さん（津和野）堂々３位　身ぶり手ぶり聴衆引き付
け　高校生の全国書評合戦

 危険な薬物乱用やめて　中高生応募　啓発ポスター展示

 英語教育へ絵本　市立図書館に寄贈　ソロプチ益田

 ★絵本読み語りや疑似花見を体験

 1万３千冊の「村図書館」　学校図書館改修し開放

 県外出身学生らに松江の茶文化紹介　島根大図書館で
企画展

 島根県立図書館「万葉集を読む」　国府跡などで野外講
座　松江で5月10日、参加者募集

 国際センター所蔵本が好評　県立大松江　図書館貸し出
し

 ★一時閉館前におはなし会　永井隆記念館　ボランティア
グループ　6日、紙芝居など上演

 県立大松江に新図書館　19年度利用開始　閲覧スペース
拡張

 下準備重ね半年後に完成　「点字図書」ができるまで　ボ
ランティア地道な作業の結晶　ライトハウスライブラリー（松
江）を訪ねて
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 山陰  2018.5.18  [公]島根県立図書館

 山陰  2018.5.19  [公]大田市立仁摩図書館

 山陰  2018.5.22  [他]古代鉄歌謡館

 山陰  2018.5.25  [他]島根県公共図書館協議会

 山陰  2018.5.26  [他]

 山陰  2018.5.30  [大]島根大学付属図書館

 山陰  2018.5.31  [他]八束複合施設

 山陰  2018.6.5  [公]雲南市立加茂図書館

 山陰  2018.6.6  [大]島根大学

 山陰  2018.6.14  [公]松江市立中央図書館

 山陰  2018.6.22  [他]はらっぱ図書室

 山陰  2018.6.25  [公]雲南市立大東図書館

 山陰  2018.6.27  [他]松江ライオンズクラブ

 山陰  2018.7.1  [公]大田市立大田市中央図書館

 山陰  2018.7.4  [公]大田市立仁摩図書館

 山陰  2018.7.6  [大]島根大学付属図書館

 山陰  2018.7.13  [大]島根大学付属図書館

 山陰  2018.7.23  [他]

 山陰  2018.7.27  [大]島根大学付属図書館

 山陰  2018.7.27
 [公]浜田市立中央図書館、旭図
書館

 山陰  2018.7.29  [大]島根大学付属図書館

 さんいん学聞 2018.8.1  [小]江津市立津宮小学校

 山陰  2018.8.7

 山陰  2018.8.7  [公]西ノ島町コミュニティ図書館

 山陰  2018.8.9  [公]島根県立図書館

 山陰  2018.8.17

 山陰  2018.8.18  [公]島根県立図書館

 山陰  2018.8.22
 [他]雲南市立掛合図書センター
陽だまり館

 駐車無料時間「短い！」　わずか30分　利用者から不満
松江市立中央図書館

 「終活」や悪質商法対策は　25日にシニア向け講演会　島
根県立図書館　参加者を募集

 旧市町村の魅力再発見を　変遷伝える資料ずらり　仁摩
図書館　観光パンフ展

 著者の人柄にじむ　直筆サイン本60冊　古代鉄歌謡館で
展示

 講演会　まちのにぎわいや交流を創る図書館

 ★情熱傾けた活動 本に　「郷土愛育んで」　八雲作品紙
芝居上演700回超　かんべの里（松江）・錦織館長

 島根大で「四十二浦巡り」展

 八束複合施設が開所　松江市の支所に公民館機能　開
所した「八束複合施設」の図書コーナーを利用する人たち

 コウノトリ生態学ぼう　特集コーナー開設　加茂図書館

 大学運営に「古本募金」　読み終えた本や切手、DVD寄せ
て　教育環境整備へ活用　島根大が県内初

 ★まなびやリポート　読書　全校で２万２千冊目指す　津
宮小学校

 イタリア関連書籍コーナー　料理フェアと連動企画　山の
駅さんべ（大田）

読書の拠点広く便利に　大東図書館リニューアル

★エコキャップ回収　協力のお礼に書籍　市内16小学校に
LC

 細田吉蔵文庫が開設　政治や文学762冊　大田市中央図
書館内

 地元神楽の魅力知って　面や衣装150点展示　仁摩図書
館

 「医学図書館奨励賞」を受賞　1年生向けサイト好評価
データベース検索法紹介　島大職員・佐藤さん

 島根大図書館で洋書イラスト展

 読み聞かせで本好き育む　おはなしチューリップ（加茂）

 永井博士求めた平和　島根大付属図書館で企画展

 ★着眼点や調査方法を助言　図書館を使った学習講座

 永井隆博士生誕110年　母校・島根大が企画展　所蔵本
など展示

 ★絵本や紙芝居園児ら夢中　保育園など44カ所訪問　講
談社キャラバンカー

 多彩な読書スペース設置　子育て支援事業　文化交流拠
点に　西ノ島　コミュニティ図書館完成

 県立図書館で建築ツアー　菊竹清訓の設計に触れる　モ
ダニズムの工夫随所に

 戦争の体験記録　収集　県内初　歴史学者ら呼びかけ

 モダニズム建築の聖地知って　松江城周辺　冊子や見学
会　魅力発信に力

 音楽合わせ読み聞かせ　掛合で読書イベント　地元住民
200人参加

2



 山陰  2018.8.22  [他]松江市八束公民館

 山陰  2018.8.25
 [公]松江市立中央図書館、島根
図書館、東出雲図書館

 山陰  2018.9.9  [公]浜田市立中央図書館

 山陰  2018.9.9  [他]

 山陰  2018.9.12  [他]松江市

 山陰  2018.9.17  [学]島根県立浜田高等学校

 山陰  2018.9.17  [他]

 山陰  2018.9.20  [公]安来市立図書館

 山陰  2018.9.22  [他]島根県

 山陰  2018.9.28
 [他]読み語りグループ「ダンボの
会」

 山陰  2018.9.30
 [公]島根県立図書館、益田市立
図書館

 山陰  2018.10.1  [公]浜田市立中央図書館

 山陰  2018.10.4  [公]大田市立仁摩図書館

 山陰  2018.10.11  [他]一ツ橋文芸教育振興会

 山陰  2018.10.13
 [大]島根県立大学松江キャンパ
スおはなしレストランライブラリー

 山陰  2018.10.15  [他]出版文化産業振興財団

 山陰  2018.10.15
 [大]島根大学、[公]島根県立図
書館

 読売  2018.10.15  [他]

 山陰  2018.10.21  [書]アルトスブックストア

 山陰  2018.10.30  [他]INBe

 山陰  2018.10.30  [他]島根県図書館協会

 山陰  2018.10.31
 [他]とかとかプロジェクト実行委
員会

 山陰  2018.10.31  [他]創作てんからっと

 山陰  2018.11.1  [他]

 山陰  2018.11.3  [書]今井書店

 朝日  2018.11.3  [大]島根大学付属図書館

 朝日  2018.11.4  [他]国際ソロプチミストいわみ

 山陰  2018.11.9  [他]

 出雲の山城　パネルで展示　23カ所の写真や構造図　安
来

 ★学校司書補助金　島根県見直し検討　必要経費上回り

 ★地元の昔話　選ぶ工夫も

 人麻呂の神格化や相聞歌の魅力紹介　貴重な収蔵品写
真も　天皇が和歌奉納　柿本神社　県立図書館講座拡大
版

 風化歯止め、継承へ意義　膨大な作業始まる　地域社会
の重要課題　島根で戦争体験・記録集再整理

 新書充実　親子で本楽しむ　図書コーナー憩いの場に
八束公民館　住民の協力費活用

 明治期活躍の偉人知って　福田平治や梅謙次郎　元年か
ら150年　市立３館図書館で紹介　松江

 中央図書館　駐車場無料に　市がゲート運用廃止方針
浜田

 「トトロ」制作秘話明かす　原画やセル画見せ語る　元ス
タッフの作家・木原さん　松江

 松江市公文書館新設へ　管理適正化　年度内に整備構
想

 ★お薦め本　熱心にアピール　浜高祭　生徒４人　書評合
戦

 「松江文学学校」民間運営に　受講生ら世話役で存続へ
中心担う高橋さん（観光協会プロデューサー）退任

 漁法や特産など地元の海学ぶ　中央図書館で講座　浜田

 鳴り砂響く環境守ろう　琴ヶ浜 国天然記念物指定1年　仁
摩図書館で記念展示会

 ★新田さん（益田翔陽）優良賞　高校生読書体験記県審
査会

 ★わらべうた　簡単に遊べて楽しく　人間関係つくる土台
に　定期的に親しむ会　松江

 ★読み聞かせの活動内容高めて　20日、松江テルサで講
座　参加者募集

 ★郷原さん優勝全国へ　高校ビブリオバトル県大会

 読書の秋 満喫　アルトスブックストア・西村代表提案

 ★ブラック紙芝居を園児鑑賞

 読書の感動 紹介して　体験記を募集　島根県図書館協
会

 ★市内35企業の寄付で小中学校に絵本贈呈　とかとかプ
ロジェクト　益田

 秋の夜長 名作朗読いかが　小泉八雲に芥川、島村抱月
…　地元NPO県外劇団と公演　3日に千田の浄光寺　江津

 ★児童の心育む紙芝居　江の川や動物題材　地元小で
読み聞かせ　江津 水田さん創作

 古代歴史文化賞作品　今井書店でPRフェア

 先端技術で味わう和歌　島根大図書館で資料展示

 ★「小学校の本購入を」　江津市に図書カード　国際ソロ
プチ寄贈

 施設図書室人気じわり　古民家改装5000冊地域交流の
場に　U・Iターン小林さん夫妻　松江
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 山陰  2018.11.20  [小]大田市内小学校

 山陰  2018.11.22  [公]大田市立仁摩図書館

 山陰  2018.11.22  [公]島根県立図書館

 山陰  2018.12.1  [公]島根県立図書館

 りび
えーる  2018.12.7  [公]島根県立図書館

 朝日  2018.12.11  [公]島根大学付属図書館

 山陰  2018.12.14  [公]島根県立図書館

 山陰  2018.12.26
 [公]邑南町立図書館、浜田市立
三隅図書館、雲南市立大東図書
館

 ★プロの声優さんすごい　児童ら紙芝居に大喜び　読み
聞かせキャラバン　大田の小学校

 ３図書館に図書カード贈る

 迫力の神楽舞伝える写真100枚　大田中心22団体を撮影

 新たな本との出会い提案　冬こそ読書を　両県の図書館

 被害者遺族の無念　展示で訴え

 ★親子一緒に「冬の楽しみ」お気に入りの絵本の世界

 お城に謎多き動物園　松江の宝 四半世紀前に閉園　設
計図や写真　設立経緯探る　島根大で展示

 交流25年　寧夏の変遷紹介
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