
隠岐の島町図書館通信

　　　３・４・５日ともかいかんしました。
　　　４日には原田神楽・布施の山祭りなどの
　　　ふるさと行事ビデオ上映会を、５日には
　　　アニメ上映会と、ブラック紙芝居をおこ
　　　ないました。
　　　ブラック紙芝居はボランティアの方に 　　　６０歳以上の方を対象とした生涯学習講座の
　　　協力していただきました。 　　　開校式が研修室で行われました。
　　　両日ともたくさんの参加者がありました。 　　　３０名程の参加者があり、学習活動として

　　　図書館の利用について学習されていました。

　　　６月７日から７月３日までの期間 　　　　月末整理日を利用して図書館周辺の
　　　【しまねの農村景観フォトコンテスト】 　　　　除草作業をおこないました。
　　　の入賞作品展をおこなっています。 　　　　図書館では除草作業を手伝って下さる
　　　この機会に是非ご観賞ください。 　　　　ボランティアの方、花などを植えて

　　　　下さる方などを募集しています。
　　　　よろしくお願いします。

　　　　　　午前中研修室を利用して有木小学校の読み聞かせ
　　　　　　ボランティアの方が秋庭ゆみ子さんを講師として
　　　　　　読み聞かせについて勉強されました。

蒲池さんよりいつも季節のお花を頂いています。花があるととても雰囲気が
明るくなり爽やかな気持ちになります。
いつもありがとうございます。

展示コーナー ５月２７日　環境整備

５月２８日　読み聞かせ講座

2005.6.10

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★　　　主　な　行　事　　☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

ゴールデンウィーク開館

　　５月１７日あけぼの教室開校式



                      ５月１日から３１日までに図書館に入った  
新刊本の中からオススメの本を紹介します 

 
◆一般書◆ 
アイズ 鈴木光司 新潮社 

誰かが私の「過去」を覗いている！いや違う、「過去」が私を覗いているのか――。 
ホラー小説の旗手が「本当にあった怖い話」を取材して描き、震え上がるような真の恐怖を

体験させる超恐怖小説。 
いつかパラソルの下で 森 絵都 角川書店 

病的なまでに潔癖で、傍迷惑なほど厳格だった父。四十九日の法要が近づいたころ、私は父

の生前の秘密を知ってしまう。大人たちの世界を瑞々しい筆致で綴ったハートウォーミン

グ・ストーリー。 

子乞い 沖縄孤島の歳月 森口 豁 凱風社 

８０年代初頭、小学生がたったひとりになった鳩間島の住民は、親戚の子どもを島外から借

りてきてまで小学校を存続させようとした。いまでは全国各地から居場所を失った子どもた

ちがこの島へやってきて自分らしさを回復して帰っていく。でも子どもたちは果たして海や

空の青さだけに癒されるのだろうか。ＴＶドラマ「瑠璃の島」前史。 

朝から夜まで絵で見るひとりごと英会話 石橋真知子 明日香出版社 

この本は、他人に対する会話術よりも無意識に口にしているひとりごと、本音の表現を中心

に編集。それも、ごく普通のサラリーマンやＯＬの一日を追いかけ、なるべく多彩な言い回

しを採り上げた。 

◆児童書◆ 

大空を見たかった少年 ジャン・ジオノ著 ジャン＝ルイ・ベッソン絵 

                福井美津子訳 世界文化社 

木の匂い、鳥の鳴き声、広大な自然の風景がよみがえる。少年と父親が森で過ごした自伝的

ストーリー。 

蒼路の旅人 上橋菜穂子 偕成社 

新ヨゴ王国皇太子のチャグムは罠と知りながら祖父トーサと共に新ヨゴの港を出港する。こ

の船出がチャグムの人生を大きく変えていく…。罠に落ちひとり囚われの身となるチャグム。

愛する人との別れそしてあらたなる出会い…。 

クモ 今森光彦 アリス館 

黒と黄色のしまもようが目にとまりました。空き地の草むらに大きな網をはったクモがいた

のです。コガネグモでした…。身近な生きものたちとの出会いを、写真家である著者の目を

通して描く。 

◆ＡＶ◆ 

半落ち 

横山秀夫のベストセラー小説の映画化。寺尾聰出演の感動作。 

恋愛適齢期 

５０代バツイチ。恋の季節はもう終わり。…と思っていたはずなのに、それは突然やってき

た！ 



本の名前 著者名

アローン・ラルストン奇跡の６日間 アローン・ラルストン

ｉ-ｗｉｓｈ…ママになりたい 不妊治療ｼﾞｮｳﾎｳｾﾝﾀｰ

暁の旅人 吉村　昭

朝日記の奇跡 佐藤　伝

旭山動物園の奇跡 週刊ＳＰＡ！編集部

家、家にあらず 松井今朝子

家の寿命はリフォームの良し悪しで決まる 山根裕太

いちばんわかりやすいﾊﾟｯﾁﾜｰｸｷﾙﾄの基礎BOOK 高木良子

ＩＣＨＩＲＯ　２ ボブ　シャーウィン

５日で身につく「伝える技術」 西野浩輝

異物 玄月

ＷｅｂデザインサンプルＢＯＯＫ 小林大樹

英語で紹介する日本 桑原功次

英語の敬語 数佐尚美

おいしいっ！！焼き菓子 大森いく子

大阪ベストスポット

奥様は毒舌 青月ぱそる

音・リズム・からだ 野村　誠

オニツカタイガー物語

思い出になるおべんとう ｱﾝｼﾞｪﾛ　ｺｯﾂｫﾘｰﾉ

女塚 車谷長吉

歌舞伎町ネゴシエーター 影野臣直

寒天ダイエット 小菅陽子

共感する女脳、システム化する男脳 ｻｲﾓﾝ　ﾊﾞﾛﾝ=ｺｰｴﾝ

『恐怖の報酬』日記 恩田　陸

君はひとりじゃない 義家弘介

逆説の日本史　１２ 井沢元彦

くさいものにフタをしない 小泉武夫

クロースアップマジック 北見マキ

決定版暮らしの裏ワザ（しっとく）メモ

けい子ちゃんのゆかた 庄野潤三

交換レンズ

高齢者の心理がわかるＱ＆Ａ 井上勝也

黒笑小説 東野圭吾

心を育てるベビー＆キッズマッサージ 大坪三保子

この本が、世界に存在することに 角田光代

小判商人 平岩弓枝

最終警告！たけしの本当は怖い家庭の医学

サンショウウオの明るい禅 玄侑宗久

シャガールと木の葉 谷川俊太郎

拾葉集 松本攸吾

小説以外 恩田　陸

昭和を生きた道具たち 岩井宏美

幸福（しあわせ）を売る男 藤田宜永

しあわせのねだん 角田光代

上陸 五条　瑛

水滸伝　１７ 北方謙三

ｽﾛｰﾄﾚｰﾆﾝｸﾞで体脂肪を燃やす！！ 大川達也

新着資料一覧



図解同窓会へ行こう！

〈ずばっと図解〉一気にわかるﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 小泉　修

世界を見る目が変わる50の事実 ｼﾞｪｼｶ　ｳｨﾘｱﾑｽﾞ

昔日より 諸田玲子

空を取り戻した日 ﾐｼｪﾙ　ﾌﾞﾘｭｰﾚ

たば風 宇江佐真理

たまたま… 大道珠貴

ダ・ヴィンチの暗号を解読する 中見利男

大満足の絶品カレー

誰のための綾織 飛鳥部勝則

団塊世代のあなたが損をしない年金のもらい方 田中章二

超カンタン！ＤＶＤコピー

超・短期間で英語がスラスラ聞き取れる本 石原　明

妻への詫び状

手で遊ぶおもしろ影絵ブック 後藤　圭

手塚治虫のディズニー漫画 手塚治虫

デジタル写真教室

鳥はみずからの力だけでは飛べない

動物たちの心の世界
どきどきフェノメノン
日本の常識世界の非常識
人魚姫 アンデルセン
脳をきたえる大人のための小学校の理科 小宮山博仁
はじめての人のためのエクセル超入門 永田一八
はじめての人のためのパソコン超入門 東　弘子
はじめての人のためのワード超入門 東　弘子
花の名前 高橋順子
ﾊﾞﾀｰ､ｵｲﾙなしでもこんなにおいしいふとらないお菓子 茨木くみ子
羊の宇宙 夢枕　獏
ひみつの植物 藤田雅矢
風味絶佳 山田詠美
本の探偵事典　　　　　　　どうぐの手がかり編 あかぎかんこ
"毎日のように焼き続けてやっと見つけだした”ぜったい 稲田多佳子
マナー美人ブック 小笠原敬承斎
万葉集が面白いほどわかる本 荒木　清
身近な道具でらくらく介護予防 斎藤道雄
見てすぐ描ける水彩スケッチ
弥勒の掌（て） 我孫子武丸
村上祥子流お酢レシピ 村上祥子
黙の部屋 折原　一
優しい音楽 瀬尾まいこ
やさしくわかるﾊﾟｰﾄ・ｱﾙﾊﾞｲﾄ･派遣の採用・税金・保険事務小見山敏郎
ヤンボコ 義家弘介
幼児化するヒト ｸﾗｲﾌﾞ　ﾌﾞﾛﾑﾎｰﾙ
横浜改革中田市町1000日の闘い
竜鳳のくに 陳舜臣
漁師になるには 田中克哲
料理の基礎　Ｎｏ．２
歴史・小説・人生 浅田次郎
ロッティー、家（うち）へ帰ろう テリー　ケイ
ロカ 中島らも
私という運命について 白石一文
あめあめふれふれもっとふれ ｼｬｰﾘｰ　ﾓｰｶﾞﾝ
アンネ・フランク ｼﾞｮｾﾌｨｰﾝ　ﾌﾟｰﾙ
あんよあんよねえあんよ 長　新太
ゴリラのりらちゃん 神沢利子
３さいだもんおはなししましょ
ちびくろ・さんぼ ﾍﾚﾝ　ﾊﾞﾝﾅｰﾏﾝ



天下一の弓使い 武　建華
デルトラクエストⅢ　３ ｴﾐﾘｰ　ﾛｯﾀﾞ
図書室のルパン 河原潤子
ともだちいっぱい 工藤直子
ドールの庭 ﾊﾟｳﾙ　ﾋﾞｰﾍﾙ
忍たま乱太郎　あたらしいいいんの段 尼子騒兵衛
ねっこぼっこ ｼﾞｭﾋﾞﾚ　ﾌｫﾝ　ｵﾙﾌｧｰｽ
ババールの美術館 ﾛﾗﾝ　ﾄﾞ　ﾌﾞﾘｭﾉﾌ
ぼくとくまさん ﾕﾘ　ｼｭﾙｳﾞｨｯﾂ
ぼくとバブーン ﾍﾞｯﾃ　ｳｪｽﾃﾗ
マドレーヌのメルシーブック ﾙﾄﾞｳｨｯﾋ　ﾍﾞｰﾒﾙﾏﾝｽ
まほうのむら ｵﾙｶﾞ　ﾙｶｲﾕ
マンモスが地球を歩いていたとき ｷｬﾛﾗｲﾝ　ｱｰﾉﾙﾄﾞ
見えなくてもだいじょうぶ？ ﾌﾗﾝﾂ=ﾖｰｾﾞﾌ ﾌｧｲﾆｸ
むしのにんじゃたち 海野和男
わすれんぼうのはりねずみ 竹下文子
タケ・ササ図鑑 内村悦三

タイトル
アクティブヨーガ
ウィッシュ ｉ　ｗｉｓｈ　演奏
英語であそぼ エリック　出演
英語であぞぼ
英語ではなそう　Speak　Up　English
クイール 崔　洋一　監督
くまのプーさん
くまのプーさん
ゴシカ ﾏｼｭｰ　ｶｿﾋﾞｯﾂ　監督
最新演歌ヒット曲集 天童よしみ　他
ザ・ボルケーノ ﾏｰｸ　ﾛｰﾊﾟｰ　監督
死国 長崎俊一　監督
死ぬまでにしたい１０のこと ｲｻﾞﾍﾞﾙ　ｺﾍｯﾄ　監督
Ｓｉｎｇｌｅ　Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ　Ｖｏｌ．１ 夏川りみ　歌
ジョゼと虎と魚たち 犬童　一心　監督
世界でいちばん不運で幸せな私 ﾔﾝ　ｻﾐｭｴﾙ　監督
それいけ！ズッコケ三人組　６ 腰　繁男　監督
デイ･アフター･トゥモロー ﾛｰﾗﾝﾄﾞ　ｴﾒﾘｯﾋ　監督
とってもやさしい!中高年のためのﾊﾟｿｺﾝ 1 佐々木博　講師
とってもやさしい!中高年のためのﾊﾟｿｺﾝ 2 佐々木博　講師
とってもやさしい!中高年のためのﾊﾟｿｺﾝ 3 佐々木博　講師
時をかける少女 大林宣彦　監督
トロイ ｳｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ　ﾍﾟｰﾀｰｾﾞﾝ
ドラゴン・ヘッド 飯田讓治　監督
ピンク・レディー ピンク・レディー　歌
ブラザー・ベア
ぼくらの七日間戦争 菅原比呂志　監督
ポパイ ﾃﾞｲｳﾞ　ﾌﾗｲｼｬｰ　監督
指で読む文字－初めての点字
ラン・アウェイ キム　ソンス　監督
猟奇的な彼女 クァク　ジェヨン　監督
リラクゼーション・アジア インフィニックス　演奏

新着ＡＶ一覧

＊新着図書コーナーに本がない場合は職員にお聞きください。

　本が貸し出し中の場合は予約することができます。　　　　　




