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学校図書館教育研究部会に参加しました　

♪♪♪素敵な音色に包まれて・・・

ホームページリニューアル

隠岐学入門講座２回シリーズ

入館者数

【「頭のよさ」は遺伝子で決まる！？】石浦章一/著　　PHP新書

4,803
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１８年度 3,999
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貸出人数 登録者数

ご協力ありがとうございました
★★★　蔵書点検結果報告　★★★

１９年度 6,968 1,447

804 -342

「知っていれば安心！」
・・・　悪徳商法未然防止紙芝居　・・・

1,521 337,310

□■□　１月の利用状況報告　□■□
貸出冊数

１月１９日（土）の夜、研修室にて『愛のうたコ

ンサート』を開催しました。

超満員の会場の中、ピアノとフルートの美しい

ハーモニーと歌声が響きわたりました。

今回のコンサートは、ふるさとソング「風を感じ

て」を作曲された安部里子さん（うた・ピアノ）、

中間寛子さん（うた・フルート）、東七瑠美さん

（ピアノ）の３名の方が、「愛」をテーマにした曲

を約１時間にわたり演奏されました。

誰もがどこかで一度は耳にしたことのある曲ばか

りで、演奏者と親近感の持てる素敵なコンサートと

なりました。

１月３１日、磯小学校図書室にて学校図書館教育

研究部会がひらかれました。

今年度４月に３校が統廃合され、開校した磯小学

校。新たな図書室を準備するために、どんな段階を

経てきたのか、などの発表や、図書室見学、先生方

との意見交換などがありました。今後も、学校等と

連携して様々な活動に取り組んでいきたいと思いま

す。

消費生活アドバイザーの橋本貴美子さんがシナリ

オを書き、広江政仁さんが絵を描いた紙芝居ができ

あがりました。

近年増え続けている様々な悪徳商法を未然に防止

するための、お年寄り向けの紙芝居です。

今回、制作したものは「かたり商法」という手口

と、それに騙されたときの対処法をわかりやすく説

明したおはなしです。

隠岐弁でテンポよく話が進むシナリオと、広江さ

んの描かれたわかり易いコミカルな絵とが相まって、

すでに何箇所かで演じ好評です。

全国でも、このような紙芝居はあまり例が無く、

これから様々な場で活躍間違いなしの紙芝居です。

図書館にも一部置いてありますので、ご利用くだ

さい。

さっちゃんと信子おばあちゃん、隣の家の

友子おばあちゃんが、悪徳商法の対処法を

わかりやすく教えてくれます。

隠岐の島町図書館のホームページをリニューアル

しました。

内容が充実し、図書館の使い方や施設の案内など

詳しく、わかりやすくなりました。

イベントの情報なども発信していきますので、ご

利用ください。
Http://www.town.okinoshima.shimane.jp/toshokan/

今年度も読書普及講座を開催します。参加料は無

料で、どなたでもご自由に参加いただけます。

第１回 平成20年3月2日（日）13:30～

「隠岐の島町と民話～語りの魅力を考えよう～」

講師：酒井董美先生（出雲かんべの里館長）

語り；龍田美智子先生（伯耆民話の会）

会場；隠岐の島町図書館研修室

第２回 平成20年3月15日（土）13:30～

「郷土の歴史から学ぶ竹島問題」

講師：杉原隆先生（島根県竹島研究顧問）

会場：隠岐の島町図書館研修室

１月２０日から２５日までの６日間休館とさせていた

だいて、蔵書点検をおこないました。

今年度もたくさんのボランティアの方のご協力を得て、

スムーズに作業をすることができました。根気のいる作

業を朝から夕方までお手伝いいただきました。ありがと

うございました。

お手伝いいただいた方の中には、普段利用するときに

は行かない書棚を見て興味が湧いた、リラックスすでき

るスペースを発見した、など嬉しい意見もいただきまし

た。

他にも、これから図書館を良くしていく上で参考にな

る意見をいただきました。意見を取り入れて、少しずつ

でも図書館サービスを向上させていきたいと思います。

右記は蔵書点検の結果です。

◆行方不明の資料総数・・・１３７点

うち 一般図書・・・８５冊

児童図書・・・２４冊

郷土資料・・・７冊

雑 誌 ・・・１４冊

Ｃ Ｄ ・・・１枚

Ａ Ｖ ・・・６本
行方不明になった資料の中でも、今年は特にマンガ

の紛失が目立っていました。総数も昨年度の２倍以

上という残念な結果です。

万が一、貸出手続きをせずに持って帰ってしまった

物がありましたら、早急にお返しください。

★今月の特集コーナー

【元気に生きる】

病気やケガをして、初めて健康体のありがたさに

気づいたりします。普段何気なく生活していますが、

どう生きるか考えてみませんか。

今月は闘病生活を綴った本を紹介しています。

★玄関前スペース

【さまざまな愛のかたち】

先月おこなった愛のうたコンサートとバレンタイ

★こんげつのえほんコーナー

【じどうしゃ・でんしゃ・ひこうき

いろいろなのりもの】

いろいろな乗り物が登場する絵本を紹介していま

す。どんな乗り物で、どこへ行こうかな…。

あの人は頭がいいなと感じるときはいつですか？勉強ができる人や知識が豊富な人は、やはり頭がい

いなと感じますよね。他にも、人の話をきちんと理解し簡潔でわかりやすく話す人や、いまでいう空気

の読める人、コミュニケーション力の高い人なども賢い人と感じるのではないでしょうか。

本書では、それらの頭のよさと遺伝子との関係性について各テーマごとにわかりやすく読み解いてい

ます。

他にも、頭のよさ以外での遺伝子の関係について述べられているテーマの以下のようなものもありま

す。

・第３章 好奇心や集中力がある人、ない人

・第５章 運動能力は遺伝、芸術的才能は環境

・第９章 性格は遺伝するのか などなど・・・。

ちなみに、第５章の運動能力と遺伝子との関係については、遺伝的要因は大きいと考えられているよ

うです。それらについてもより詳しく知りたいという方は、ぜひ本書をご覧になってみてください。

吉崎のオススメです★



◆一般書
本　の　名　前 著者名 本　の　名　前 著者名 　　　「徹子の部屋」の３０年　あの場面をもう一度

朝日新聞縮刷版　2007-10 猫のパジャマ ﾚｲ ﾌﾞﾗｯﾄﾞﾍﾞﾘ 「徹子の部屋」制作委員会／講談社
おとなの男の心理学 香山　リカ 相棒 五十嵐　貴久
テレビ霊能者を斬る 小池　靖 ５年３組リョウタ組 石田　衣良
夫婦純愛 金　美齢 ノーフォールト 岡井　崇
篤姫 原口　泉 魔女の盟約 大沢　在昌
地球の歩き方 ＴＯＫＡＧＥ 今野　敏 　　　子子家庭は波乱万丈　ドイツ・オーストリア旅物語

地球の歩き方 許さざる者 笹本　稜平 赤川次郎／新潮社
地球の歩き方 萌神分魂譜 笙野　頼子
地球の歩き方 キュア 田口　ﾗﾝﾃﾞｨ
社会科見学に行こう！ 小島　健一 小説のだめカンタービレ 二ノ宮　知子
北朝鮮は、いま 立派になりましたか？ 大道　珠貴
中国赤い資本主義は平和な帝国を目指す 副島　隆彦 白い砂丘 長野　慶太 　　　人のセックスを笑うな
２時間でわかる問題なニッポン 鳥越　俊太郎 再生巨流 楡　周平 山崎ナオコーラ／河出書房新社
みのもんたの朝ズバッ！でズバッと… 愚か者死すべし 原　りょう
暴かれた‹闇の支配者›の正体 ﾍﾞﾝｼﾞｬﾐﾝ ﾌﾙﾌｫｰﾄﾞ おいしいごはん 古沢　良太
２０２０年の日本からの警告 川又　三智彦 ＡＬＷＡＹＳ三丁目の夕日 西岸　良平
決算書の暗号を解け！ 勝間　和代 たすけ鍼 山本　一力
「定年後マネー」は二極化する 方波見　寧
サブプライム金融危機 　　　わたしの味　野菜たっぷり　元気をつくる

新介護にかかるお金がわかる本 ◆児童書 栗原はるみ／集英社
誰も書けなかった年金の真実 辛坊　治郎 本　の　名　前 著者名
どうずる！あなたの社会保障　２ 唐鎌　直義 みんなが知りたい！「四季の行事」･･･
賢い消費者になるための法 加藤　新太郎 「食」で総合学習みんなで調べて…
親の品格 坂東　真理子 ぷるぷるやわらか！とうふ
「ひとりの老後」はこわくない 松原　惇子 みかんのひみつ 鈴木　伸一
これであなたも車いす介助のプロに！ 木之瀬　隆 おえかきおりがみ 新宮　文明 　　　星野流 星野仙一／世界文化社
モンスター・ペアレント 本間　正人 こどもの絵かきうた１００曲
めぐみへ　横田早紀江、母の言葉 横田　早紀江 英語なんてカンタンだ！ 斎藤　孝
ガラパゴスがこわれる 藤原　幸一 あのひの音だよおばあちゃん 佐野　洋子
いのちの王国 乃南　アサ ぼくの友だち 高橋　秀雄
病気にならない生き方レシピ集 新谷　弘実 ゆうえんちはおやすみ 戸田　和代 　　　パパにつける薬 ｱｸｾﾙ･ﾊｯｹ／文  ﾐﾋｬｴﾙ･ｿｰﾊﾞ／絵
病気にならない生き方　３ 新谷　弘実 かいけつゾロリやせるぜ！ダイエット… 原　ゆたか 那須田淳・木本栄／共訳 　　講談社
誰が日本の医療を殺すのか 本田　宏 Ｓ力人情商店街 令丈　ヒロ子
地球の掟 ｱﾙ ｺﾞｱ エルデスト ｸﾘｽﾄﾌｧｰ ﾊﾟｵﾘｰﾆ
超シャンパン入門 宇田川　悟 うさぎ座の夜 安房　直子
圧力鍋の絶品おかず 枝元　なほみ うしおくんとはすひめちゃん 伊藤　秀男
MICHELIN　GUIDE東京　2008 オオカミ ｴﾐﾘｰ ｸﾞﾗｳﾞｪｯﾄ
誰もが知っているはずなのに誰も… 金子　照美 かえるをのんだととさん 日野　十成 　　　チーム・バチスタの栄光
魚のあんな話、こんな食べ方 臼井　一茂 かわいいサルマ ﾆｷ ﾀﾞﾘｰ 海堂尊／宝島社
２１世紀世界遺産の旅 ぐるぐるぐるぐる さとう　あきこ
やきものづくり、１００の失敗 ケーキやさんのゆうれい ｼﾞｬｸﾘｰﾝ K.ｵｸﾞﾊﾞﾝ
猪木語録 ｱﾝﾄﾆｵ猪木 天の町やなぎ通り あまん　きみこ
お帰りなさい朝青竜 内館　牧子 ふしぎなでまえ かがくい　ひろし
言語記号系と主体 前野　佳彦 ぼくのはなさいたけど… 山崎　陽子
フィリピン語 ぼくはこころ ｱﾝﾄﾞﾚ ﾀﾞｰﾊﾝ
わが孫育て 佐藤　愛子 魔法のホウキ C V ｵｰﾙｽﾞﾊﾞｰｸﾞ ※借りたい本が貸し出し中の場合は予約することがでます。

　カウンターで申し込んでください。

８０００回を超える人気長寿番組「徹子の部屋」の３０年をすべて見

せます。選りすぐりのエピソード、番組づくりの裏側、徹子さんの秘

密などが満載の一冊です。

子子家庭の姉弟律子と和也の二人が、ロマンチック街道・ミュンヘ

ン・ウィーンを二人旅。小説とエッセイでドイツ・オーストリアを徹

底解剖。小説とエッセイが対応した楽しい赤川ワールド。

第４１回文藝賞受賞作、第１３２回の芥川賞候補作となった佐品。オ

レとユリの過ごした日々をみずみずしく描いた、せつなさ１００％の

恋愛小説。永作博美・松山ケンイチ主演で映画化もされて、大ヒット

上映中の作品です。

言わずと知れた野球日本代表監督の星野仙一さんが、勝つための

「人」「時」「組織」をつかむ発想法を教えてくれます。今、日本で

一番熱いカミナリ親父・星野監督のから喝を入れてもらいましょう。

家庭料理を中心としたアイデアあふれるレシピが年代を問わず支持さ

れている料理家の栗原はるみさんの野菜レシピ本。毎日のヘルシーお

かずから、ばらんすのいいお弁当、野菜のおやつまで、栗原さんとっ

ておきの８４品を紹介。

育ち盛りの子どもたち３人に振り回されながらも、深い喜びを感じる

父親が綴った一家の日常。国は違っても、子育ての悩みや喜びは同じ。

２５章からなる構成はどこから読んでもＯ．Ｋ．な育児パパ処方箋。

東城大学医学部付属病院のチーム・バチスタは心臓移植の代替手術専

門で、成功率１００％を誇っていた。しかし、３例続けて術中死が発

生してしまう。医療過誤か殺人か？栄光のチーム・バチスタの裏側に

隠されたもう一つの顔とは・・・。

公開したばかりの映画の原作です。


