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　平成27年６月１日～10月31日に、「キラキラしまね 笑顔で読み聞かせフォトコンテスト」を
開催しました。
　このコンテストは、島根県民の皆さんから子どもへの読み聞かせの写真を募集し、優秀作品を
ポスター、チラシ、ホームページなどで公開することで、写真を通して分かりやすく読み聞かせ
の素晴らしさを伝え、子ども読書活動を推進するための企画です。81名の方から総数 144 点（一
般部門52点、読みメン部門92点）の作品が寄せられ、その中から20点の優秀作品を決定しました。

「キラキラしまね　笑顔で
読み聞かせ  フォトコンテスト」

写真展開催情報

イオン松江店（松江市東朝日町151）

今後の日程など、詳しくは図書館
ホームページをご覧ください。

3月18日～4月7日

一般部門  
　「いつでも絵本で笑顔」品川　直子さん（松江市） 「おねえちゃん読んで」黒崎　智之さん（出雲市）
　「思い出の絵本を…」右田　祥子さん（江津市）　 「姉ちゃん読んで。」角田　典子さん（吉賀町）
　「本だいすき」渡辺　千華子さん（松江市） 　　 「私が読んであげるね」福島　成文さん（出雲市）

特 集

読みメン部門 
　「自然いっぱい」安田　純平さん（松江市）  「気持ちのよい秋空の下で」横田　真未さん（川本町）
　「パパのおひざで」福島　裕子さん（松江市） 「“にいに” 読んで」絹谷　真規子さん（松江市）
　「ヒマナトキ」奥田　　媛さん（西ノ島町）  「ぼく、このむし　しってる」小村　あゆみさん（出雲市）
　「見つけた」嘉藤　千晃さん（出雲市）  「読み聞かせデビュー」高木　可奈子さん（出雲市）

一  般  部  門

読みメン部門

（コメント）実家の母に絵本を読んでもらっている写真です。
　　　   　母の目を見て本の楽しさを訴えている様子です。

「ババ　おもしろいね」
本多真奈美さん（浜田市）

（コメント）縁側でくつろぐ様子を写しました。

「団欒の午後」
高橋　徹さん（出雲市）

（コメント）はじめてだけど、ママと一緒に楽しく絵本を読んでます！
「ママと一緒」 柳楽弓子さん（出雲市）

優　 秀　 賞 

（コメント）
本に興味津々な息子。
お父さんが仕事から帰ってきて、
読み聞かせをしてあげると
喜んで聞いていました。

「お父さん、
        これなぁに？」
福間なおみさん（雲南市）

優　 秀　 賞 

（コメント）金言寺の銀杏の下で、いないいないばあを親子で読みました。
　　　　   抱っこしている 3 男にもみんなでばあ！

「銀杏の下いないいないばあ」 安藤孝満さん（松江市）

審査員特別賞

（コメント）私も読み聞かせしてもらっていた父が、
　　　　   今度は自分の子どもたちに読んでもらえるのは
　　　　   本当に幸せなことです。

「孫たちに囲まれて」 福間聖子さん（松江市）

審査員特別賞

佳 作

キラキラしまね

結 果 発 表

最　優　秀　賞 

最　優　秀　賞 



「キラキラしまね　笑顔で
読み聞かせ  フォトコンテスト」

写真展開催情報

イオン松江店（松江市東朝日町151）

今後の日程など、詳しくは図書館
ホームページをご覧ください。

3月18日～4月7日

一般部門  
　「いつでも絵本で笑顔」品川　直子さん（松江市） 「おねえちゃん読んで」黒崎　智之さん（出雲市）
　「思い出の絵本を…」右田　祥子さん（江津市）　 「姉ちゃん読んで。」角田　典子さん（吉賀町）
　「本だいすき」渡辺　千華子さん（松江市） 　　 「私が読んであげるね」福島　成文さん（出雲市）

特 集

読みメン部門 
　「自然いっぱい」安田　純平さん（松江市）  「気持ちのよい秋空の下で」横田　真未さん（川本町）
　「パパのおひざで」福島　裕子さん（松江市） 「“にいに” 読んで」絹谷　真規子さん（松江市）
　「ヒマナトキ」奥田　　媛さん（西ノ島町）  「ぼく、このむし　しってる」小村　あゆみさん（出雲市）
　「見つけた」嘉藤　千晃さん（出雲市）  「読み聞かせデビュー」高木　可奈子さん（出雲市）

一  般  部  門

読みメン部門

（コメント）実家の母に絵本を読んでもらっている写真です。
　　　   　母の目を見て本の楽しさを訴えている様子です。

「ババ　おもしろいね」
本多真奈美さん（浜田市）

（コメント）縁側でくつろぐ様子を写しました。

「団欒の午後」
高橋　徹さん（出雲市）

（コメント）はじめてだけど、ママと一緒に楽しく絵本を読んでます！
「ママと一緒」 柳楽弓子さん（出雲市）

優　 秀　 賞 

（コメント）
本に興味津々な息子。
お父さんが仕事から帰ってきて、
読み聞かせをしてあげると
喜んで聞いていました。

「お父さん、
        これなぁに？」
福間なおみさん（雲南市）

優　 秀　 賞 

（コメント）金言寺の銀杏の下で、いないいないばあを親子で読みました。
　　　　   抱っこしている 3 男にもみんなでばあ！

「銀杏の下いないいないばあ」 安藤孝満さん（松江市）

審査員特別賞

（コメント）私も読み聞かせしてもらっていた父が、
　　　　   今度は自分の子どもたちに読んでもらえるのは
　　　　   本当に幸せなことです。

「孫たちに囲まれて」 福間聖子さん（松江市）

審査員特別賞

佳 作

キラキラしまね

結 果 発 表

最　優　秀　賞 

最　優　秀　賞 

「キラキラしまね　笑顔で
読み聞かせ  フォトコンテスト」

写真展開催情報

イオン松江店（松江市東朝日町151）

今後の日程など、詳しくは図書館
ホームページをご覧ください。

3月18日～4月7日

一般部門  
　「いつでも絵本で笑顔」品川　直子さん（松江市） 「おねえちゃん読んで」黒崎　智之さん（出雲市）
　「思い出の絵本を…」右田　祥子さん（江津市）　 「姉ちゃん読んで。」角田　典子さん（吉賀町）
　「本だいすき」渡辺　千華子さん（松江市） 　　 「私が読んであげるね」福島　成文さん（出雲市）

特 集

読みメン部門 
　「自然いっぱい」安田　純平さん（松江市）  「気持ちのよい秋空の下で」横田　真未さん（川本町）
　「パパのおひざで」福島　裕子さん（松江市） 「“にいに” 読んで」絹谷　真規子さん（松江市）
　「ヒマナトキ」奥田　　媛さん（西ノ島町）  「ぼく、このむし　しってる」小村　あゆみさん（出雲市）
　「見つけた」嘉藤　千晃さん（出雲市）  「読み聞かせデビュー」高木　可奈子さん（出雲市）

一  般  部  門

読みメン部門

（コメント）実家の母に絵本を読んでもらっている写真です。
　　　   　母の目を見て本の楽しさを訴えている様子です。

「ババ　おもしろいね」
本多真奈美さん（浜田市）

（コメント）縁側でくつろぐ様子を写しました。

「団欒の午後」
高橋　徹さん（出雲市）

（コメント）はじめてだけど、ママと一緒に楽しく絵本を読んでます！
「ママと一緒」 柳楽弓子さん（出雲市）

優　 秀　 賞 

（コメント）
本に興味津々な息子。
お父さんが仕事から帰ってきて、
読み聞かせをしてあげると
喜んで聞いていました。

「お父さん、
        これなぁに？」
福間なおみさん（雲南市）

優　 秀　 賞 

（コメント）金言寺の銀杏の下で、いないいないばあを親子で読みました。
　　　　   抱っこしている 3 男にもみんなでばあ！

「銀杏の下いないいないばあ」 安藤孝満さん（松江市）

審査員特別賞

（コメント）私も読み聞かせしてもらっていた父が、
　　　　   今度は自分の子どもたちに読んでもらえるのは
　　　　   本当に幸せなことです。

「孫たちに囲まれて」 福間聖子さん（松江市）

審査員特別賞

佳 作

キラキラしまね

結 果 発 表

最　優　秀　賞 

最　優　秀　賞 



【松江市立中央図書館】
開館時間：９時～19時（11月～２月は９時～18時）

　 休 館 日：毎週火曜日、年末年始、月末館内整理日
貸出冊数：10冊まで

あなたのまちの図書館めぐり

　松江市立中央図書館は、複合施設である総合文化センターの
１階にあります。同施設内には音楽ホールや視聴覚室などがあ
り、松江市民に知識と芸術を提供する場となっています。
　図書館はワンフロアー構造であり、子どもと大人が互いに行
き来しやすい造りです。床は絨毯張りで通路が広いため、子ど
もと一緒にベビーカーを押しながら本を選べます。児童書架に
は子育てコーナーを設けており、子どもの傍にいながら育児書
などが手に取れるよう工夫がされていました。
　また、絵本選びに悩む子育て世代に向けたサービスとして、
平成27年から「こそだてえんむすびぶっく」の貸出を始めて
います。
　イベントでは複合施設の利点をうまく生かした「よるの図書

館」や「忍者ごっこワークショップ」などを行っています。
「忍者ごっこワークショップ」は、市民団体の企画で今年度初めて行うイベント。講師にＮＰＯ法人の方を招いて、小

学生と大人の合計43人が忍者修行に励みました。修行場は図書館の開架・閉架書架、会議室です。チームで暗号の文
字を探す宝探しやチャンバラ等を楽しみます。図書館が開館中のイベントということで、館内には「忍者修行中」の
チラシを貼り、子ども達には沈黙の術を使ってから本を探してもらいました。

　キーワードから本を探す時、教えていなくても利用者用検索端末
（OPAC）を使っている子どもがいて、嬉しい驚きがあったようです。
「よるの図書館」は夏と冬の年２回、21時まで開館時間を延長し

て夜の図書館を楽しむイベントです。
いつもは飲食禁止の館内ですが、この日はオッケー！

 　図書館出入口前では不要本の持ち帰りコーナーや同施設の喫茶店
が飲み物を販売しています。館内に入ると、穏やかなＢＧＭと飲み
物片手にゆったりとした時間を味わえます。
　夏と冬の２回とも、18時以降の来館者数が150人を超えており、開
館時間中に実施したストーリーテリングでは約30人がお話を楽しみ
ました。

赤ちゃん向けの読み聞かせ絵本を紹介する職員。

県内には公共図書館や学校図書館など様々な図書館があります。皆さんの身近にある図書館は、県内
外の図書館や関連する専門機関と連携し、より多様な資料やサービスの提供に努めています。あなたの
町の図書館と、そこからつながっている図書館をご紹介します。

　多くの人が来る理由を伺うと、ホールのイベントと日程が
重なるように調整している点が大きいようです。でも、それ
だけではありません。司書手作りコースターやちょっとした
飾り、自由に塗り絵や手芸ができる専用ブースを置くなどの
気配りが、利用者の足を運ばせているのではと取材をしてい
て思いました。
　イベント担当者の「いつもは図書館に来ない人も、この機
会に興味を持って図書館への第一歩を踏み出して欲しい。」
という気持ちが行動力に繋がっていました。ぜひ、行ってみ
てください。

松江市立中央図書館　「図書館に興味を持って」

※

※「こそだてえんむすびぶっく」とは、司書が選んだ年齢やテーマ別の絵本を
　セットにして貸出するサービスのことです。

テーブル飾りと
コースター

出雲市立海辺の多伎図書館　「地域に密着した、愛される図書館」

安来市立はくた図書室　「学校の調べもの学習を支える柱」
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【安来市立はくた図書室】
　開館時間：10時～19時（ 4月～11月）
　　  　　 　10時～18時（12月～ 3月）
　　  　　　 土・日は10時～17時

休 館 日 ：月曜日、祝日、月末、年末年始、特別整理休館
貸出冊数：20冊まで（市内在住者：はくた・安来・ひろせの3館合わせて）

　　　　　  10冊まで（市外在住者：はくた・安来・ひろせの3館合わせて）

【出雲市立海辺の多伎図書館】
開館時間：10時～19時
休 館 日：毎週月曜日、年末年始、館内整理日
貸出冊数：出雲市内全館貸出冊数トータルで、本・雑誌・

　　　　　　  AV資料合わせて20点（うち、 AV資料5点まで）

出雲市立海辺の多伎図書館　「地域に密着した、愛される図書館」
　９号線沿いにある海辺の多伎図書館。周囲には支所やこども園、プール
施設などがあり、立ち寄りやすい立地のため地域内外から様々な人が利用し
ています。館名の通り海のすぐ傍に建っているので、窓辺から日本海を見渡
せるのが特徴です。
　海辺の多伎図書館は地域に密着した図書館を目指して、ボランティアや
国際交流員と連携した読み聞かせやイベントを開催しています。近くのこど
も園から園児を呼び、月に１度は図書館で読み聞かせをしているそうです。
　館内を見学していて興味深かったのは、地域情報コーナーでした。これは
こども園や小学校などのお便りを施設ごとにまとめたコーナーで、より身
近な地域情報を得ることができます。利用する人は地元住民だけではなく、
休暇で帰省した人達も見ていくそうです。住民だけではなく地域外の人か
らも愛されている図書館です。

安来市立はくた図書室　「学校の調べもの学習を支える柱」
　伯太町母里の西部、母里小学校のすぐ近くにあるはくた文化学習館の
中に、安来市立はくた図書室はあります。館内は木造の温かみを感じる
中に、地元の方による影絵風のパッチワークなどが飾られて、ゆったり
と落ち着いて本を読める雰囲気になっています。
　はくた図書室によると、安来にある３つの図書館は、それぞれが安来
市民の読書を支援するための役割を担っているということです。その中
でもはくた図書室は、学校支援を担当しています。もし授業の単元で必
要な図書があれば、学校図書館の司書はまずはくた図書室に連絡します。
連絡を受けたはくた図書室は、他の学校と連絡を受けたはくた図書室は、他の学校と

人形作りの様子

図書館から見える夕日

取材をしていて、職員が図書館を誇りに思っ
ている様子が窺えました。館長オススメのブラ
ウジングコーナーで、本を片手に美しい夕日を
眺めてみてはいかがでしょうか。運が良ければ、
イルカを見られるかもしれませんよ。

貸出が重ならないよう調整しながら、必要な本を用意するのです。また、はくた図書
室は教育委員会の中にある学校図書館支援センターとも連携しています。支援センタ
ーから、各教科でよく使う図書の情報提供や、集団読書用の図書の要望を受け、それ
を元に学校支援用の図書をはくた図書室で購入するということです。他の２館と共に、
学校間で本を受け渡しする時の中継役となる時もあると教えてくださいました。

来館者に向けても、様々なサービスを提供しているそうです。おはなしのへやでは、
乳児から未就学児までを対象とした、職員による読み聞かせや手あそび、地元のボラ

ンティアによるおはなしと語りの会もしています。また、クリスマス会ではパネ
ルシアター等の上演の他に、夏休みに子ども達が自ら演目や役から人形までを作っ
た人形劇の上演もあります。

来館される方々だけでは
なく、安来市内の学校支援
や貸出用の本の拠点として
活躍しているはくた図書室
でした。



すべての県民の皆さんに県立図書館の資料を利用してもらうため、
市町村の図書館などを通して資料の貸出を行っています。

県立図書館に求める資料があるかどうかは、インターネットの蔵書検索（県立図書館ＨＰ） や、
電話での問い合わせ、またはお近くの市町村図書館までおたずねください。

詳しくは県立図書館ＨＰを参照のほか、
電話でお問い合わせください。
【問い合わせ先】電話 0852－22－5748

資料を借りる方法は、島根県立図書館のＨＰから
直接申し込む方法（「遠隔地利用者図書貸出サー
ビス」）や、お近くの市町村図書館を通じて申し
込む方法（「相互貸借」）があります。

　様々な資料が置いてある図書館は、調べものをするのにぴったりの場所です。しかし、
たくさんの資料の中から必要な情報を探すのはちょっと難しいと感じたことはありませ
んか？　図書館での資料の探し方を紹介します。

資料を探そう（初級編） 図書館の上手な使い方

徳川家康の死因がどのようなものであったかわかる
資料はありますか？
（実際に図書館に寄せられた質問を、内容を一部変更した上で紹介しています）

　江戸幕府初代将軍・徳川家康が鯛の天麩羅が原因で命を落とした、というのは時々聞く
話ですが、実際にはどうだったのでしょうか？　図書館で調べてみましょう。

元和二年正月下旬頃から体調をくずし、寝たり起きたりの毎日が続くようになった。（中略）一説に
 は榧の油で揚げた鯛の天ぷらを食べすぎたのが原因というが、胃癌にかかっていたらしい。(p231)

・『徳川家康（ちくま新書）』 （二木謙一／筑摩書房／1998年／NDC：289.1）

家康は発病以来食欲が衰えて食事もすすまず、時に嘔吐あり、又腹中に塊のあったこと等を併せ考
 えると、おそらく胃癌であろうと想像される。（p662）

・『江戸時代医学史の研究』 （服部敏良／吉川弘文館／1978年／NDC：490.2）

徳川家康（1542～1616）が亡くなった原因は食中毒であったとか、いやそれは胃ガンであったの
 だと諸説あるが、おそらく胃ガンだったろう。 （p127）

・『病が語る日本史（講談社学術文庫）』 （酒井シヅ／講談社／2008年／NDC：490.2）

ＯＰＡＣで検索してみる

　方法１だけでは、タイトルに「徳川家康」が含まれていない資料を探すことは
できません。そこで、実際に書架の前に行って、本を探してみましょう。思いも
かけない資料が見つかるかもしれません。
　図書館の本は基本的に、方法１でも使ったＮＤＣの順番で並んでいます。
　徳川家康の死因について書かれている本があるとすれば、まず「289.1（日本
人の伝記）」、「210.5（近世の歴史）」などの本が置かれた書架を探してみるといい

実際に書架の前に行ってみる

でしょう。あるいは徳川家康は当時の権力者ですから、「490.2（医学の歴史）」の書架
の本にも記述があるかもしれません。じっくりと書架を眺めて、目当ての本を探してみましょう。

結　果

ＮＤＣについてコラム
　図書館で目的の資料を探す際、ＮＤＣを使うことはとても有効です。ここでは、ＮＤＣについて少しだ
け詳しく解説しましょう。
　「方法１」にも書いたとおり、ＮＤＣは本の内容（ジャンル）がどのようなものであるかをアラビア数
字で表現したものです。たとえば、「日本の近代の小説」であれば「913. 6」、「島根県の歴史」であれば
「217.3」という数字で表現します。
　ＮＤＣにおいて、桁の大きな数字（左の数字）ほど大きなジャンルを表し、桁の小さな数字（右の数字）
は、桁の大きな数字との組み合わせでより細かなジャンルを表現します。
 「217. 3」の場合、「２」は「歴史・地理」を表し、「２」の次に「１」が置かれることによって「日本の歴
史」を、「21」の次にさらに「７」が置かれることによって「中国地方の歴史」を表します。

２ １ ７ ． ３
2 : 歴史・地理 21 : 日本の歴史 217 : 中国地方の歴史 217.3 : 島根の歴史

ＮＤＣを知ることで、図書館の本をよりスムーズに探すことが出来ます。
ちなみに、ＮＤＣについて書かれた本のＮＤＣは、「014.4（分類法）」です。
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●開館時間／火  ～  金　9時～19時 （3月～10月）
　　　　　　　　　    9時～18時 （11月～2月）
　　　　　　土日･祝日 9時～17時 （通年）
●休 館 日／毎週月曜日 （祝日は開館）
　　　　　  第１木曜日、 年末年始、 特別整理休館
※詳しくは開館カレンダーをご覧ください。

〒690－ 0873　島 根 県 松 江 市 内 中 原 町 5 2
TEL. 0852－22－5733（図書）/  5725（事務）
FAX. 0852－22－5728
ホームページ http://www.library.pref.shimane.lg.jp/

人と人との縁結び　図書館だより は、本を読む愉しみを味わ
えるビジュアル情報誌です。
しまねの、本・人・図書館にまつわる話題をお届けします。
皆さんの「本のある暮らし」を応援します。

人と人との縁結び　図書館だより 島根県立図書館　利用案内

島根県立図書館報　
    図書館だより　第204号
平成28年3月20日発行
編集 ・ 発行／島根県立図書館

島根県立図書館イメージキャラクター
　　　ぶっくまくんとしおりちゃん

皆さんの「本のある暮らし」を応援します。

島根県立図書館イメージキャラクター

バリアフリー図書を借りてみませんか？バリアフリー図書を借りてみませんか？

　この他にも、しかけ絵本・絵事典・写真絵本・エプロンシアターなどがあります。バリアフリー図書一覧を
県立図書館のホームページに載せているので、興味を持たれた方はご覧になってください。

島根県立図書館では、すべての子どもが読書を楽しめるようにバリアフリー図書を貸出しています。
バリアフリー図書は、障がいの種類や発達の段階に対応するために色々な種類があります。

利用するには利用するには 　バリアフリー図書は、（1）障がいのある子どもや家族（2）障がい児施設や特別支援
学校等の生徒・職員（3）関連するボランティアもしくは関係者が利用できます。

　図書を借りる場合は、県立図書館に来館するか、最寄りの市町村図書館へ申し込んでください。

バリアフリー図書の一部をご紹介
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大活字本
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※DAISY図書を利用するには、パソコンもしくは専用再生機器が
　必要となります。専用再生機器も貸出可能です。


