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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  2019.1.1  [他]

 山陰  2019.1.8  [他]

 山陰  2019.1.11  [公]大田市立仁摩図書館

 山陰  2019.1.12  [公]島根県立図書館

 山陰  2019.1.13  [他]

 山陰  2019.1.16
 [公]島根県立図書館、[他]ライト
ハウスライブラリー

 山陰  2019.1.18  [公]島根県立図書館

 山陰  2019.1.23  [大]島根大学付属図書館

 山陰  2019.1.29  [他]

 山陰  2019.1.31  [他]

 山陰  2019.2.5  [公]津和野町

 山陰  2019.2.5  [公]かわもと図書館

 山陰  2019.2.11  [公]島根県立図書館

 山陰  2019.2.11  [他]

 山陰  2019.2.15  [学]出雲市立神戸川小学校

 山陰  2019.2.20  [公]大田市立仁摩図書館

 山陰 2019.2.27
 [他]黄色い手帳運動推進協力会
 [学]飯南町立頓原小学校、美郷
町立大和小学校

 山陰  2019.3.3
 [他]らいらっくの会 
 [学]島根県立浜田商業高校

 陶芸愛好家が合同作品展　大田

 ★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。

 骨髄ドナー啓発本寄贈　普及団体が浜田商高に

 「ぽかぽか図書室」でのんびり　大田・三瓶の共同浴場隣
に開設　地域おこし隊の西島さん

 津和野が愛称を募集　日原にぎわい創出拠点

 図書館の本参考に手芸・工芸展　川本

 県立図書館に書籍31冊寄贈　県社会保険労務士会

 ★自作紙芝居 上演し続ける　出雲かんべの里館長 錦織
明さん

 ★小村さん（神戸川小学校3年）全国3位　青少年読書感
想文小学校中学年の部

 点字の本や歴史 紹介　松江

 外で勉強できる場所少ない　図書館満席、店では注意さ
れ･･･

 目で読むこと楽しもう　子どもから高齢者まで　20日、松江
でセミナー

 薬物防止へ中高生がポスター　松江

 江戸時代の旅の情報並ぶ　松江

 一箱分の絵本出店して　お絵かきや影絵劇も企画　2月11
日、安来でフリーマーケット

2019（平成31・令和元）年　新聞記事・雑誌記事

■新聞記事

見出し

 三瓶山と、食、本　人と人がつながる場を

 経験生かし海士発信　衣食住の魅力紹介　元有名雑誌デ
ザイナーの移住夫婦

 写真愛好家団体が作品展　大田
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 山陰  2019.3.12  [公]雲南市立木次図書館

 山陰  2019.3.15  [他]黄色い手帳運動

 山陰  2019.3.21
 [大]島根県立大学松江キャンパ
ス

 山陰  2019.3.23  [大]島根大学付属図書館

 山陰  2019.3.29  [公]島根県立図書館

 山陰  2019.3.31  [公]大田市立仁摩図書館

 山陰  2019.4.3  [公]大田市立仁摩図書館

 山陰  2019.4.3  [他]松江市

 山陰  2019.4.18  [公]かわもと図書館

 山陰  2019.4.29
 [公・学]知夫村立知夫小中学校
図書館

 山陰  2019.5.10  [他]

 山陰  2019.5.10  [公]松江市立中央図書館

 山陰  2019.5.12  [他]コトバトン

 山陰  2019.5.25  [他]曽田文庫

 山陰  ２019.6.5  [書]今井書店

 山陰  2019.6.6  [学]大田市立大田小学校

 山陰  2019.6.8  [他]

 山陰  2019.6.13  [他]旭養鶏舎

 山陰  2019.6.15
 [他]こぐまちゃんくらぶボランティ
ア

 朝日  2019.6.18  [書]今井書店グループ

 山陰  2019.6.19  [公]島根県立図書館

 ★読書推進　児童が意欲　大田小（大田）を文科大臣表
彰

 ★今年の注目は「科学絵本」　コミュニケーションに困った
らぜひ　パパと子どもと一緒に　6月は「読みメン月間」

 ★楽しく絵本読んで　大田市内園児に旭養鶏舎贈る

 ★子どもの読書活動推進　雲南の団体　文科大臣表彰

 ★本びっしり新保育園　松江で今井書店グループ　1000
冊備え来年１月開所

 ノートで早めに終活の備え　松江

 島全員で学校の本共有　知夫村図書館

 本をめぐる近況　リアルに　『BOOK在月book』

 夜の読書楽しんで　飲み物片手にゆっくりと　17日、松江・
中央図書館

 ★200冊中高生への思い添え　住民有志や島大生寄贈
出雲大東駅待合室に本棚　雲南

 曽田文庫惜しまれ閉館　蔵書を活用町内新設へ　古民家
の私設ミニ図書館（松江・雑賀）

 ★今井書店が保育事業　来年１月松江に「本のほいくえ
ん」　蔵書1000冊本との触れ合い特色

 広がる子どもの勉強場所　大学図書館が限定開放　提供
する団体も　松江

 郷土史の魅力伝えて半世紀　受講生の心つかむ語り口
講師・藤岡大拙さん　島根県立図書館「古文書を読む会」

 政治、社会、スポーツ…「平成」刻んだ130冊　来館者30年
振り返る　大田・仁摩図書館企画展

 刻印お目見え　大田・仁摩の展示会

 松江市の文書館整備構想「利便性よい場所に」検討委答
申

 ★絵本の料理　児童が挑戦　川本

 木次図書館が開館25年式典　雲南

 ★黄色い手帳運動で児童図書127冊寄贈　県教委に推進
協力会

 教育、研究拠点に期待　県立大松江キャンパスに新図書
館　学部新設伴い学習環境充実
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 朝日  2019.6.19  [他]曽田文庫

 山陰  2019.6.25  [大]島根大学付属図書館

 山陰  2019.7.19
 [他]益田法人会　[公]益田市立
図書館

 山陰  2019.8.8  [大]島根大学付属図書館

 山陰  2019.8.10  [公]益田市立図書館

 山陰  2019.8.21  [他]島根県NIE研究会

 山陰  2019.8.27  [他]読書会「出雲弁で雪女」

 山陰  2019.8.29  [公]松江市立中央図書館

 山陰  2019.8.31  [公]出雲市立出雲中央図書館

 山陰  2019.10.1  [公]西ノ島町コミュニティ図書館

 山陰  2019.10.3
 [大]島根県立大学出雲キャンパ
ス図書館

 山陰
 
2019.10.10

 [他]曽田文庫

 山陰
 
2019.10.12

 [他]

 山陰 2019.10.25  [公]出雲市立大社図書館

 朝日  2019.11.9

 [公]島根県立図書館、出雲市立
出雲中央図書館、隠岐の島町図
書館、海士町中央図書館、西ノ島
町コミュニティ図書館

 山陰
 
2019.11.29

 [他]島根県図書館協会、 [公]島
根県立図書館、 [学]松江工業高
校

 山陰 2019.12.6  [他]雲見の里いいし

 山陰 2019.12.21  [公]（島根県立図書館）

 山陰 2019.12.27  [他]BOOK在月実行委員会

 山陰 2019.12.28  [公]島根県立図書館

 大きく育て「ご当地本」島根本大賞　（しまね未来探訪）

 犯罪被害気軽に相談を　法的支援学ぶ講座　松江

 広がれデイジー図書　読字、視覚障害者サポート　読み
上げ電子書籍 技術生かし普及に力　映像ディレクター南
條さん(出雲）

 夜の図書館でライブ　あす出雲・大社　3組出演　本紹介
する企画展も

 がん知識 図書館が発信　信頼できる情報 気軽に手に
国立研究センター冊子など寄贈

 ★この本いいよ！　高校生「友達」にお薦め　活字離れ食
い止めへ　県図書館協会ポップ募集、展示

 永井博士を思い語る　ライブラリーカフェ開催　あす雲南・
旧飯石小

 読み聞かせ活用を　昔話の良さなど紹介　全国公共図書
館研究集会　松江で児童・青少年部門

 八雲の「雪女」出雲弁に翻訳　制作2年 出版や音源化も
構想　松江の読書会

 松江市立中央図書館 利便向上へ　市中心部に移転新築
も　市長表明

 身近に情報発信拠点　闘病記など加えないよう充実　出
雲中央図書館

 クイズや古本市　家族連れ楽しむ　西ノ島の図書館１周年

 蔵書７万冊の図書館開放　医学書や闘病記県民に　県立
大出雲キャンパス

 実家改装し民間図書館　曽田文庫（松江）ボランティア
本好き集う場復活へ

 地域つなぎ16年活動ひと区切り　運営団体、蔵書活用し
新たな場も検討　松江の施設図書館「曽田文庫」

 仏教の教え写真とともに　中村博士の論文も　島大付属
図書館

 ★鉄道、動物図鑑を寄贈　益田

 宿題に集中50席　小中学生に開放　島根大付属図書館

 図書館集い語り合おう　利用者減 食い止めへ　益田市民
有志12日イベント

 ★学校図書館で各誌の比較を　松江でセミナー　NIE教育
に新聞を
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