
いつから、中年？ 酒井　順子 講談社
岩倉具視 永井　路子 文藝春秋
怒らないしつけのコツ ｸﾞﾙｰﾌﾟこんべいと 学陽書房
歌舞伎を楽しむ本 主婦と生活社
学校がアホらしいキミへ 日垣　隆 大和書房
きもかわくん ＡＦＬＯ アスペクト
恋のかたち愛のいろ 唯川　恵　他 徳間書店
ｼｭﾐﾚｰｼｮﾝ教材ひょうたん島問題 藤原　孝章 明石書房
幸せを招く陰陽術 石田　千尋 ﾏｶﾞｼﾞﾝﾊｳｽ
ジバク 山田　宗樹 幻冬舎
夫婦の品格 木下　知世己 春日出版
毎日の食事ｶﾛﾘｰｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ 女子栄養大学出版部
まるごと飛行機 森　隆行 同文舘出版
水木しげる鬼太郎の天国と地獄 水木　しげる 小学館
面接の達人2008転職版 中谷　彰宏 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社
もっと知りたい上方文化 日本経済新聞出版社
歴代首相 小林　弘忠 実業之日本社
ﾜﾝｽ･ｱﾎﾟﾝ･ｱ･ﾀｲﾑ･ｲﾝ･東京（上・下） 楡　周平 講談社
日常の疑問を経済学で考える ﾛﾊﾞｰﾄ･H･ﾌﾗﾝｸ 日本経済新聞出版社
ブログをつくりたい 成美堂出版
どうする！あなたの社会保障　３ 唐鎌　直義 旬報社
流星の絆 東野　圭吾 講談社
ﾄﾞﾘｰﾐﾝｸﾞ･ｵﾌﾞ･ﾎｰﾑ&ﾏｻﾞｰ 打海　文三 光文社
関口知宏の中国鉄道大紀行　３ 関口　知宏 徳間書店
日月めぐる 諸田　玲子 講談社
ももこの２１世紀日記 さくら　ももこ 幻冬舎
深泥丘奇談 綾辻　行人 ﾒﾃﾞｨｱﾌｧｸﾄﾘｰ
ｹｰﾀｲ･ﾈｯﾄ時代の子育て論 尾木　直樹 新日本出版社
ツバメ記念日 重松　清 文藝春秋
スメラギの国 朱川　湊人 文藝春秋
天山の巫女ソニン　３ 菅野　雪虫 講談社
幸せさがし 瀬戸内　寂聴 講談社
日本列島に映る古代出雲紀行 保高　英児 明石書店
音読　ふるさとの民話　１ 酒井　董美 ﾜﾝ･ﾗｲﾝ
おかあさん 斎藤　かずゆき

･･･この他にも新しい本が入っています。

・　・　・　新　刊　本　紹　介　・　・　・
本　の　題　名 著　者　名 出　版　社

隠　岐　の　島　町　図　書　館　通

隠岐の島町図書館
〒685-0014
島根県隠岐郡隠岐の島町西町吉田の二．１７－１
TEL：08512-2-2341　　FAX：08512-2-9198
E-MAIL：s-tosho@mx.miracle.ne.jp

今年もきれ
いに咲きま
した！

　ＮＨＫ「その時歴史が動いた」の岡倉天心をテーマにした番組が、３月３０日に五箇願満寺
で、廃仏毀釈で壊された仏様と仁王様などを撮影した。５月には全国に放映されると思う。
　隠岐の廃仏毀釈の嵐は明治２年春から夏にかけ隠岐島全島を吹きぬけた。その後の仏教復興を
まとめた著書に故横山弥四郎先生の「隠岐寺院史」がある。
　前編では開教の実際を真言宗などの宗派ごとに紹介している。特に天野快道氏の活躍が詳し
い。氏は西ノ島町出身で願満寺に小僧に上がり、高野山で修行し、廃仏後の隠岐で真言宗の開教
で活躍。その後、大本山醍醐派管長に就任した郷土の偉人である。
　後編は、それぞれの隠岐の寺院の由緒や復興の苦労が紹介されている。島民の生活に多く関
わった寺院の歴史を紐解いてみませんか。

　昨年秋、当館で個展「ゆめのはなし」を開催した吉井友美さんが、
絵を一点寄贈してくださいました。
　図書館にとても合った素敵な絵です。入り口に飾ってありますので
ご覧ください。

毎月最終土曜日の午後１時半からおこな
います。第１回目は４月２６日（土）で
す。まだまだメンバーを募集していま
す。興味のある方は図書まで。



◆　展示コーナー　◆ ◆　今月の特集コーナー　◆

◆　こんげつのえほんコーナー　◆

574
比　較 ▲ 1,590 ▲ 782 ▲ 1,777 ▲ 101
１８年度 71,421 20,833 90,142

比　較

貸出冊数 登録者数
１９年度 69,831 20,051 88,365 473

平 成 １９ 年 度 の 利 用 状 況 報 告
入館者数 貸出人数

7,089 17
44

▲ 287 37 78 ▲ 27
1,668 7,0116,146１８年度

１９年度 5,859 1,705
入館者数 貸出人数 貸出冊数 登録者数

３ 月 に よ く 読 ま れ た 本 ベ ス ト １０

３　月　の　利　用　状　況　報　告

愛知川図書館を訪問して・・・

２回シリーズで「隠岐学入門講座」をおこないました

１回目　隠岐の島町の民話について ２回目　竹島問題について

有　名　図　書　館　を　視　察　し　て　き　ま　し　た

浦安市立図書館を訪問して・・・ 能登川図書館を訪問して・・・

隠岐の野鳥の写真を飾ります

今　月　の　展　示　＆　特　集

隠岐いぐり凧と東海地方の凧　ミニ展示 もっとしりたい！中国のこと

ちょうしんた＆ジョン・バーニンガム

　出雲かんべの里館長の酒井董美氏を講師にお
迎えして「隠岐の島町と民話～語りの魅力を考
える」と題してお話いただきました。
　映像や音源などを使いとてもわかり易い講座
でした。
　また、伯耆民話の会の龍田美智子氏には隠岐
の民話を実際に語っていただきました。
　この講座を機に、龍田さんを中心とした語り
の会を立ち上げる話もでました。

　島根県竹島研究顧問の杉原隆氏を講師にお迎
えして、「郷土の歴史から学ぶ竹島問題」と題
してお話しただきました。
　２月２２日が３回目の竹島の日ということも
あり、タイムリーな話題にたくさんの方が参加
されました。
　地図や写真などを使ってのとてもわかり易い
お話しでした。このようなお話が聞ける機会が
少ないのでとても貴重な講座となりました。

　展示コーナーでは上
記の展示を開催中で
す。
　故三角龍夫氏が描い
た武者絵のいぐりをは
じめ、昭和３０年代に
制作されたものを中心
に展示しています。
　展示期間は４月３０
日までですので、お見
逃しのないように！！

　全国でも名高い浦安市立図書館に図書館と公
民館の連携について研修するために訪れまし
た。残念ながら館長さんのお話は聞けませんで
したが、館内見学と美浜公民館図書室で職員の
方から運営状況などについてお話を伺いまし
た。
　浦安市は市民の身近に図書館を配置するため
に本館と６館の公民館図書室が整備されていま
した。同規模自治体では貸出冊数などトップ指
標を持つ図書館です。特に広く充実したレファ
レンス室にびっくりしましたがカウンターなど
の動きを見て基本がしっかりした図書館だと感
じました。
　美浜公民館図書室は３名の職員で、直接の運
営は図書館側で行っていました。
　本町の課題である町村合併後の図書館サービ
スを考えるとき、早くこのようにならないもの
かと思いました。

　滋賀県にある能登川図書館へ行ってきました。
図書館は平屋建てで博物館が複合施設となってお
り、庭には水路と風車がありました。この風車は
能登川の民俗資料のひとつということで、博物館
を活かしつつ、館内外からも景色を楽しめる形に
なっていました。
　図書館内は、落ち着いてゆっくり読書ができる
空間という印象でした。本棚と本棚の距離はさほ
ど広くはないのですが、館内の中央や窓側に設け
てあるソファやテーブルは広く空間をとってお
り、本を読むには人目や気配が気にならない広々
としたスペースになっていました。自分に合った
場所で本を読むことができ、利用者はとてもリ
ラックスして本を読んでおられました。
　隠岐の島町図書館でも憩いの場として利用して
いただけるよう勤めてまいりたいと感じました。

「２００７年ライブラリー・オブ・ザ・イ
ヤー」に輝いた愛荘町立愛知川（えちがわ）図
書館、ひとめ見たいと思い、行ってきました！
特に印象に残ったのが、【まちのこしコー
ナー】と【ことなコーナー】。【まちのこし
コーナー】では、後世に伝えたい町の情報など
を町民がカードで投稿し、町の資料として残し
ていくという取組です。また、【ことなコー
ナー】とは、「こども」でも「おとな」でもな
い中高生世代のためにつくられたコーナーだそ
うです。訪れた時、中学生らしき男の子が２
人、熱心に読書（マンガ？）していた姿がとて
も印象的でした。

　両講座ともとても好評で、もっと聞きたかったという声がたくさ
んありました。このような講座が郷土のことに関心を寄せるきっか
けになってくれると嬉しく思います。

昨年度に比べ若干数値は下がってしまいましたが、ほぼ平年並みの数値となりました。
２０年度もサービス向上を目指し頑張っていきますので、ご意見・ご要望などありましたらお気軽に
お申し付けください。

隠岐グリークラブによるミニコンサート

日時：平成20年4月18日（金）
　　　　　　　　　午後7時から
会場：隠岐の島町図書館雑誌コーナー

男声でしか表現できない魅
力的な響きをお楽しみくだ
さい。
入場料は無料です。

　夏には北京でオリンピックが開催される中
国、開催に向けての問題もまだまだ多いようで
すが・・・。
　お隣の国【中国】について書かれた本を紹介
しています。

　長新太さんの絵本とジョン・バーニンガムさ
んが書いた絵本を紹介しています。
　絵のスタイルはちがいますが、どちらの作家
も一目見てわかる魅力的な絵です。手に取って
見てください。

１位　　そうか、もう君はいないのか　　　城山　三郎　　　　　　　　　新潮社
２位　　夫の財布妻の財布　　　　　　　　今井　美沙子　　　　　　　　東方出版
３位　　ももこの２１世紀日記　Ｎ’07　　さくら　ももこ　　　　　　　幻冬舎
４位　　かんたんおやつ　　　　　　　　　ﾍﾞﾀｰﾎｰﾑ協会　　　　　　　　 ﾍﾞﾀｰﾎｰﾑ出版局
５位　　ｾﾞﾘｰ･ﾊﾞﾊﾞﾛｱ･ﾑｰｽ･ﾌﾟﾃﾞｨﾝｸﾞ　　　　柳瀬　久美子　　　　　　　　グラフ社
６位　　ジュセリーノ未来予知ノート　　　ｼﾞｭｾﾘｰﾉ ﾉｰﾌﾞﾚｶﾞ ﾀﾞ ﾙｰｽ　　　ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸｸﾘｴｲﾃｨ
ﾌﾞ
７位　　魔女の盟約　　　　　　　　　　　大沢　在昌　　　　　　　　　文芸春秋
８位　　裏隠密徂く　　　　　　　　　　　大栗　丹後　　　　　　　　　春陽堂書店
９位　　心霊探偵八雲　４　　　　　　　　神永　学　　　　　　　　　　文芸社
10位　　夢をかなえるゾウ　　　　　　　　水野　敬也　　　　　　　　　飛鳥新社

　３月に西郷公民館と共催で、隠岐の野鳥講
座と隠岐の野鳥写真展を開催しました。
　写真展で展示してあった写真をいくつかお
借りすることができましたので、館内に飾り
たいと思います。お楽しみに・・・。

日時：平成20年5月4日（日）
　　　　　　　　　　午後3時から
会場：隠岐の島町図書館研修室

ブラック紙芝居やゲームなど
お楽しみが盛りだくさん！


