
★一般図書部門★

２位　『赤い指』　東野圭吾／講談社 　　≪貸出回数２０回≫
３位　『予知夢』　東野圭吾／文芸春秋 　　≪貸出回数１９回≫
４位　『秘密』　東野圭吾／文芸春秋 　　≪貸出回数１８回≫
４位　『東京タワー』　リリーフランキー／扶桑社 　　≪貸出回数１８回≫

★児童図書部門★

２位　『いないいないばあ』　松谷みよ子／童心社 　　≪貸出回数４１回≫
２位　『くだもの』　平山和子／福音館書店 　　≪貸出回数４１回≫
４位　『たまごのあかちゃん』　かんざわとしこ／福音館書店　　≪貸出回数４０回≫
５位　『ねずみくんのチョッキ』　なかえよしを／ポプラ社 　　≪貸出回数３６回≫

★マンガ部門★

２位　『ドラゴンボール』　鳥山明／集英社 　　≪貸出回数２７回≫
３位　『ハチミツとクローバー』　羽海野チカ／集英社 　　≪貸出回数２５回≫
４位　『ポケットモンスター』　穴久保幸作／小学館 　　≪貸出回数２４回≫
５位　『名探偵コナン』　青山剛昌／小学館 　　≪貸出回数２３回≫

サウスポイント よしもと　ばなな 中央公論新社
吉行淳之介 吉行　淳之介 未知谷

いすゞ鳴る 山本　一力 文芸春秋
サイレント・キラー 結城　五郎 角川春樹事務所

ダモイ遥かに 辺見　じゅん メディアパル
遊女（ゆめ）のあと 諸田　玲子 新潮社

警視庁情報官 浜　嘉之 講談社
恋する力 藤本　ひとみ 文芸春秋

青の懺悔 堂場　瞬一 ＰＨＰ研究所
カルトローレ 長野　まゆみ 新潮社

ムーヴド 谷村　志穂 実業之日本社
太陽と月 Ｃｈａｃｏ スターツ出版

タッチアップ 田澤　拓也 エクスナレッジ
ファイアー・フライ 高嶋　哲夫 文芸春秋

枕女優 新堂　冬樹 河出書房新社
りすん 諏訪　哲史 講談社

だいにっぽん、ろりりべしんでけ録 笙野　頼子 講談社
ブルーベリー 重松　清 光文社

あぽやん 新野　剛志 文芸春秋
この世の全部を敵に回して 白石　一文 小学館

別冊図書館戦争 有川　浩 アスキー・メディアワークス
年下の男の子 五十嵐　貴久 実業之日本社

芝浜謎噺 愛川　晶 原書房
やさしいため息 青山　七恵 河出書房新社

戦争ノート マルグリット　デュラス 河出書房新社
壁抜け男の謎 有栖川　有栖 角川書店

太陽の盾 アーサー．Ｃ．クラーク 早川書房

玉ねぎの皮をむきながら ギュンター　グラス 集英社
老首長の国 ドリス　レッシング 作品社

こんなツレでゴメンナサイ。 望月　昭 文芸春秋

東京ﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾘｿﾞｰﾄ便利帖ﾎﾟｹｯﾄｶﾞｲﾄﾞ 堀井　憲一郎 新潮社
熟年革命 渡辺　淳一 講談社

手づくりがおいしいほっこりお弁当 伊庭　澄子 ナツメ社
今夜の飲み物 藤井　香江 日東書院本社

ⅰPod　touchハイパーナビゲーター マイカ 技術評論社
和布クラフト　Vol.13 パッチワーク通信社

食卓から地球環境がみえる 湯本　貴和 昭和堂
談合破り！ 桑原　耕司 ＷＡＶＥ出版

産科医が消える前に 森田　豊 朝日新聞出版
MK式「抜かずに治す歯並び」はこうして生まれた 中瀬　太郎 海苑社

世界をよくする簡単な１００の方法 斎藤　槙 講談社
親ががんばらないほうが子どもは伸びる！ 親野　智可等 ＷＡＶＥ出版

つぶせ！裁判員制度 井上　薫 新潮社
偽装管理職 東京管理職ユニオン ポプラ社

指定管理者制度勝つための方程式 経営創研株式会社 出版文化社
市民のための裁判入門 井上　薫 ＰＨＰ研究所

九十六年なんて、あっと言う間でございます 岩崎　藤子 雄山閣
島根スゴイ人列伝 しまねサードウェイ ワン・ライン

「捨てる！」ほど快適になるﾊﾟｿｺﾝのｶﾗｸﾘ 湯浅　顕人 宝島社
「自分」から自由になる沈黙入門 小池　龍之介 幻冬舎

・・・ 新 刊 本 紹 介 ・・・
本　の　名　前 書　い　た　人 出　版　社

１位　『容疑者Ｘの献身』　東野圭吾／文芸春秋　　　≪貸出回数２７回≫

１位　『ぴょーん』　まつおかたつひで／ポプラ社　　≪貸出回数５１回≫

１位『花より男子（だんご）』　神尾葉子／集英社　　≪貸出回数２８回≫

・・・　平成１９年度図書館年報ができました　・・・

隠 岐 の 島 町 図 書 館 通 信

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:08512-2-2341FAX:08512-2-9198

・・・この他にも新しい本が入っています。
　
読みたい本が貸し出し中の場合は、予約す
ることができます。カウンターで申し込ん
でください。

　平成１９年度の図書館年報ができました。資料の収集、所蔵状況や詳しい利用状況
などをまとめています。
　希望される方には差し上げますので、カウンターまで申し出てください。
　年報の中から１９年度に図書館でよく読まれた本を紹介します。

　１９年度は圧倒的に東野圭吾作品が多く読ま
れました。東野作品は本格推理からパロディ、
エンターテイメントと、どの本を手に取っても
同じ作家とは思えないほど多彩です。その新鮮
さが人気の理由かもしれません。

　この他にも、ベストセラーとなった『女性の
品格』（坂東真理子／ＰＨＰ研究所）や『家日
和』（奥田英朗／集英社）もよく読まれまし
た。



★展示コーナー ★特集コーナー

★小学校低学年の部
『ふしぎなキャンディーやさん』 　　みやにしたつや／作･絵 　　金の星社
『ぼくがラーメンたべてるとき』 　　長谷川義史／作・絵 　　教育画劇
『かわいいこねこをもらってください』 　　なりゆきわかこ／作　垂石眞子／絵 　　ポプラ社
『ちいさな赤ちゃん、こんにちは』 　　ﾘﾋｬﾄﾙ･ﾃﾞ･ﾚｰｳ／作　ﾏｰｹｲ･ｼｰｶﾞﾙ／作 　　講談社
★小学校中学年の部 ★えほんコーナー
『３年２組は牛を飼います』 　　木村セツ子／作　相沢るつ子／絵 　　文研出版
『ぼくのだいすきなケニアの村』 　　ｹﾘｰ･ｸﾈｲﾝ／作　ｱﾅ･ﾌｱﾝ／絵 　　ＢＬ出版
『花になった子どもたち』 　　ｼﾞｬﾈｯﾄ･ﾃｰﾗｰ･ﾗｲﾙ／作　市川里美／画　　福音館書店
『今日からは、あなたの盲導犬』 　　日野多香子／作　増田勝正／写真 　　岩崎書店
★小学校高学年の部
『チームふたり』 　　吉野万理子／作　宮尾和孝／絵 　　学研
『耳の聞こえない子がわたります』 　　ﾏｰﾘｰ･ﾏﾘﾄﾝ／作　日当陽子／訳 　　フレーベル館
『ブルーバック』 　　ﾃｨﾑ･ｳｨﾝﾄﾝ／作　小竹由美子／訳 　　さ･え･ら書房
『なぜ、めい王星は惑星じゃないの？』 　　布施哲治／著 　　くもん出版
★中学校の部
『となりのウチナーンチュ』 　　早見裕司／著 　　理論社
『曲芸師ハリドン』 　　ﾔｺﾌﾞ･ｳﾞｪｹﾞﾘｳｽ／作　菱木晃子／訳 　　あすなろ書房
『天馬のように走れ』 　　那須田稔／著 　　ひくまの出版
★高校生の部
『荷抜け』 　　岡崎ひでたか／著 　　新日本出版社
『兵士ピースフル』 　　ﾏｲｹﾙ･ﾓｰﾊﾟｰｺﾞ／著　佐藤見果夢／訳 　　評論者
『オッデッセイ号航海記』 　　ﾛｼﾞｬｰ･ﾍﾟｲﾝ／著　宮本貞雄／訳 　　角川学芸出版

たくさんの寄贈がありました

『おばけのえほん』

期間：６月３日（火）～７月１３日（日）

青少年読書感想文全国コンクール課題図書そろっています

ありがとうございますおはなし会こどもの日スペシャル

出前授業を行いました

・・・ ５ 月 の 利 用 状 況 報 告 ・・・
入館者数 貸出人数 貸出冊数 登録者数

・・・ 展 示 コ ー ナ ー ＆ 特 集 コ ー ナ ー ・・・

≪社家に伝わった島後の神楽面展≫ 『趣味のはばを広げよう！』アウトドア編

43
１９年度 4,876 1,534 7,072 25
２０年度 6,186 1,663 7,786

島根県藤原教育長オススメの一冊！！

18

・・・ ５ 月 に よ く 読 ま れ た 本 ベ ス ト １０ ・・・

『何があっても大丈夫』　櫻井よし子／新潮社

　今月は曽田が
　　紹介します！

比較 1,310 129 714

隠岐の神楽には、島前と島後の周吉神楽、
穏地神楽があります。
今回は原田神楽（周吉神楽）の面２０点を
はじめ、都万地区に伝わる穏地神楽の面な
どを展示しています。
県有形民俗文化財指定の原田神楽の面と、
初公開となる穏地神楽の面を比較しながら
鑑賞できるまたとない機会ですので、ぜひ
ご覧ください。

釣り、ガーデニングなど新たな趣味を見つけて楽
しみを増やしませんか。
今回はアウトドアで楽しめる趣味の本を紹介して
います。

今月はおばけが登場する絵本を紹介しています。
おばけにもいろいろ・・・。こわいおばけやかわ
いいおばけなど、好きなおばけを見つけてみてく
ださい。

　４月２３日の「子ども読書の日」にちなん
だおはなし会をゴールデンウィーク中の５月
４日におこないました。
　ゴールデンウィーク中にも関わらず、約３
０名の参加がありました。
　端午の節句にちなんだ絵本『くわずにょう
ぼう』の読み聞かせや手遊びなどを楽しみま
した。最後にブラック紙芝居を上演し、工作
で作った「かぶとマグネット」をおみやげに
持って帰りました。
　みなさん楽しんでいただけたようです。

　５月２０日に隠岐高校で出前授業を行いま
した。
　保育関係に進路を希望している３年生の生
徒さん７名に、読み聞かせをするときの基本
的な心構えや読み方、絵本の選び方などを実
際に本を使ってお話させていただきました。
　自分の希望する進路を現実的に捉えられる
いい機会になったのではないかと思います。
　図書館では、ご希望があればこのような出
前授業を行いますので、お気軽にご相談くだ
さい。

１位　プレ更年期からの女性ホルモン塾　　　　　対馬ルリ子　　　　小学館
２位　夢見る黄金地球儀　　　　　　　　　　　　海堂尊　　　　　　東京創元社
３位　石原結実式体温を上げて糖尿病を治す　　　石原結実　　　　　宝島社
４位　こんな募金箱に寄付してはいけない　　　　筑波君枝　　　　　青春出版社
５位　魔界の塔　　　　　　　　　　　　　　　　山田悠介　　　　　幻冬舎
６位　阪急電車　　　　　　　　　　　　　　　　有川浩　　　　　　幻冬舎
７位　９割がよくある病気　　　　　　　　　　　山田恵子　　　　　講談社
８位　やる気のない刺客　　　　　　　　　　　　佐藤雅美　　　　　角川書店
９位　別冊図書館戦争　　　　　　　　　　　　　有川浩　　　　　　ｱｽｷｰ･ﾒﾃﾞｨｱﾜｰｸｽ
10位　捨てる神より拾う鬼　　　　　　　　　　　佐藤雅美　　　　　文芸春秋

　日本テレビ「きょうの出来事」のキャスターとして今も印象に残
る、ジャーナリストの櫻井よしこさん。美人で、頭が良くて…、個人
的には、「完璧なキャリアウーマン」というイメージが強いですが、
彼女の半生には壮絶な苦労があったそうです。テレビの仕事を始めた
ばかりの頃、周囲から反発にあい、ニュースの本番５分前に、耳元で
「僕は君が嫌いだ」と言われたこともあったのだとか。しかし、数々
の苦労を支えたのは、いつもお母さんの言葉。
　「何があっても大丈夫よ、持てる力と時間を、いつも、全て、前向
きに使うのよ」
元気なエネルギーと、パワーをもらえるような１冊です。

５月１６日に県藤原教育長が図書館に立ち寄られました。その際に
「この本、おすすめだよ」と紹介してくださいました。
また、今後県全体で図書館の活性化に力を入れていきたいとのことで
した。

『風塵抄』
司馬遼太郎／著
中央公論社

産経新聞に連載
された随筆集

　隠岐ガス様より、図書カードを寄付してい
ただきました。雑誌や郷土資料の購入に活用
させていただきます。
　ありがとうございました。

　横地福一様、船田俊二様、足立暢夫様、大
西俊輝様、藤野勇夫様他４名の方から本を寄
贈していただきました。ありがとうございま
した。

今年も課題図書を全てそろえていますのでご利用ください。図書館にはこの他にもた
くさんの本がありますので、好きなジャンルの本を探してみてください。


