
はるなつあきふゆの手作りルームシューズ
評判店が教える人気サンドイッチ＆バーガー

勉強するなら集中できる空間で

山田　宗樹 小学館

親子で仲良くふれあい時間をどうぞ

丸谷　才一 文芸春秋

最新最強の作文・小論文 成美堂出版編集部 成美堂出版

月とメロン

林　ことみ 青春出版社

ひろしま 石内　都 集英社

それでもクルマに乗るための１００の知恵 朝日新聞出版 朝日新聞出版
パソコン自作超入門 日経ＢＰ社

リフォームにかかるお金がわかる本 林　直樹 成美堂出版

アトピー性皮膚炎はなぜ治らなかったのか 木村　和弘 トロント
認知症を防ぐ健脳食 植木　彰 講談社

仕事がみるみる速くなるパソコン絶妙ちょいワザ１６４ トリプルウィン 講談社

何も持たず存在するということ 角田　光代 幻戯書房

教育史料出版会学力世界一を支えるフィンランドの図書館 西川　馨
文芸社

隠 岐 の 島 町 図 書 館 通 信・・・　新 刊 本 紹 介　・・・
本　の　名　前 書　い　た　人 出　版　社

Ａ型自分の説明書 Jamais　Jamais
Ｂ型自分の説明書 Jamais　Jamais

西域記

文芸社
面白いほどよくわかる哲学・思想のすべて 湯浅　赳男 日本文芸社
法華経はなにを説くのか 久保　継成 春秋社

知らなかった！驚いた！日本全国「県境」の謎 浅井　建爾

佐伯　平二 青春出版社
食道の病気がわかる本 幕内　博康
「２℃の違い」を知る絵本

法研

実業之日本社
邪馬台国と地域王国 門脇　禎二 吉川弘文館

科学の扉をノックする 小川　洋子 集英社

玄奘 小学館
緑の魔界の探検者 Ｈ　Ｍ　スタンリー 小学館
ダブ号の冒険 Ｒ　Ｌ　グレアム 小学館
政治のことよくわからないまま社会人になってしまった人へ 池上　彰 海竜社
知事の世界 東国原　英夫 幻冬舎
台湾問題は日本問題 岡崎　久彦 海竜社
徹底批判Ｇ８サミット ＡＴＴＡＣフランス 作品社
図解わかる住宅ローン 浅井　秀一 新星出版社
日本の名門２００ 中嶋　繁雄 立風書房
実例・差別表現 堀田　貢得 ソフトバンククリエイティブ
思春期の性 岩室　紳也 大修館書店
ケータイ世界の子どもたち 藤川　大祐 講談社
ヘルパー以前の介護の常識 浜田　きよ子 講談社
福辺流力のいらない介護術 福辺　節子 中央法規出版

あさの　あつこ 小学館

知られていない原油価格高騰の謎 芥田　知至 技術評論社

料理屋の茶懐石料理 志の島　忠 旭屋出版

旭屋出版

ザ・ロード コーマック　マッカーシー 早川書房

僕たちのミシシッピ・リバー 重松　清 文芸春秋
荒野 桜庭　一樹 文芸春秋
金色の野辺に唄う

恋人たち 野中　柊 講談社
傀儡 坂東　真砂子 集英社
ＲＵＲＩＫＯ 林　真理子 角川書店
皇后ジョセフィーヌのおいしい人生 藤本　ひとみ 集英社
銀河不動産の超越 森　博嗣 文芸春秋

さよなら渓谷 吉田　修一 新潮社

ラン 森　絵都 理論者
人は、永遠に輝く星にはなれない

くつろぎ読書タイムをどうぞ

いよいよ夏休み突入です。図書館で快適な時間をすごしてみてはどうでしょう・・・

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

・・・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。リクエストもすることができま
す。カウンターで申し込んでください。

　雑誌コーナーや閲覧コーナーでは、思い思い
の時間が過ごせます。
　雑誌コーナーには様々なジャンルの雑誌が約
１００種類あります。最新号は借りることがで
きませんが、バックナンバーは借りることもで
きます。
　また、雑誌コーナーでのみ飲み物ＯＫです。
自動販売機もあります。
　閲覧コーナーでは、裏庭を眺めながら読書を
することができます。裏庭には季節ごとにきれ
いな花が咲いていて、心が癒されます。

　絵本コーナーには円状のソファやおはなしの部屋があります。親
子で、また、子どもさん同士で絵本を通してふれあいの時間を過ご
すことができます。
　毎週火曜日１０時半から赤ちゃん向けの読み聞かせ「はじめての
えほん」を、毎週土曜日３時からは幼児・小学生向けの読み聞かせ
「おはなしのへや」をおこなっています。

　イベント等がないときは、研修室を学習室として開放しています。
３０席ありますので、利用される際はカウンターにてお申込みくださ
い。図書館の資料で調べ物をされる方のために、勉強される方は研修
室の利用をお願いします。お互いにマナーを守って、気持ちよく利用
できる環境を作りましょう。



★展示コーナー ★特集コーナー

★えほんコーナー

夏休みおはなし会
≪なつかしのうちわ展≫

～夏の涼しさと思い出を届けます～

・・・ 展 示 コ ー ナ ー ＆ 特 集 コ ー ナ ー ・・・

≪体にいいこと始めよう！≫

・・・ 催 し 物 の ご 案 内 ・・・

　暮らしに役立つ図書館講座

『本を楽しむ』
～読書は感性、知性の源である～

期間：７月１６日（水）～８月３１日（日）

≪　う　み　≫

・・・ ６ 月 の 利 用 状 況 報 告 ・・・
登録者数

64
入館者数 貸出人数 貸出冊数

２０年度 5,821 1,798 8,324

▲ 228 27
１９年度 6,327 1,857 8,552

・・・ プ レ ジ ャ ー 編 集 委 員 募 集 ！！ ・・・

・・・ 島根県立古代出雲歴史博物館出前講座 ・・・

・・・ た な ば た ま つ り ・・・

・・・ ６ 月 に よ く 読 ま れ た 本 ベ ス ト １０ ・・・

37
比  較 ▲ 506 ▲ 59

　団扇の起源は古く紀元前３世紀前には存在して
いました。日本には中国から伝わりました。
　奈良･平安時代の貴族たちは涼をとるばかりで
なく、日光をよけたり、顔を隠したり、飾りのた
めに団扇を用いていました。
　江戸時代には浮世絵を描いたり、網代・絹を
貼ったり柿渋を塗ったものなど、様々なものが作
られるようになりました。

　心身の健康のために何かしたい
と思ったことはありませんか。
　体の外と内から健康になれるよ
うな本を紹介しています。
　自分にあったものを探してみて
はいかがですか？

　夏といえば海！海といえ
ば夏！
　海に関係する絵本を紹介
しています。
　海に行けない日は、絵本
の世界で涼しくなろう！

　町内で発見された昭和１０年頃から昭和３０
年頃にかけてのうちわを約３０点展示します。
　広告媒体として活用されたうちわには、なつ
かしい商店や映画俳優などの絵柄があります。
　夏の涼しさと懐かしさをお届けする展示です
ので、ぜひお越しください。

１位　警視庁情報官　　　　　　　　　　　浜嘉之　　　　　　講談社
２位　秋草の渡し　　　　　　　　　　　　伊藤桂一　　　　　毎日新聞社
３位　魔物（上）　　　　　　　　　　　　大沢在昌　　　　　角川書店
４位　謎の転倒犬　　　　　　　　　　　　柴田よしき　　　　東京創元社
５位　話道のこころ　　　　　　　　　　　岩元克雄　　　　　スカイビュープランニング
６位　いすゞ鳴る　　　　　　　　　　　　山本一力　　　　　文芸春秋
７位　プレ更年期からの女性ホルモン塾　　対馬ルリ子　　　　小学館
８位　枕女優　　　　　　　　　　　　　　新堂冬樹　　　　　河出書房新社
９位　竜馬を超えた男小松帯刀　　　　　　原口泉　　　　　　グラフ社
10位　南総里見白珠伝　　　　　　　　　　米村圭伍　　　　　幻冬舎

　世界各国を自由気ままに旅したコーフンの記録が書かれています。有名観光
地に行ったとか、そこの宗教や文化はこうで…といったことより、現地の日常
や、人との出会いがメインです。ほとんどイラスト（というか、４コマ漫画
風）で、パッと見ると、内容薄い？と思いそうですが、旅行先でのポイントに
なることや大切なことが日常の中でさりげなく書かれていて、海外旅行に行か
れる方は今後の参考にもなるかと思います。外国に行くと（良くも悪くも）こ
んな予想外のことも起こるのか･･･ということもわかりますし、そんなときの２
人の対応などもこの本のおもしろさの１つです。
　これから、夏に外国旅行に行かれる方、外国旅行に興味のある方はぜひ、読
んでみてください。

講師：藤原　義光氏
　　　　　　（島根県教育委員会教育長）
日程：8月2日(土)10：30～12：00
会場：隠岐の島町図書館研修室
定員：40名

今年度一回目の暮らしに役立つ図書館講座の開
催となります。今回の講座は定員を設けており
ますので、参加ご希望の方は図書館までお申込
み下さい。参加料は無料です。

　７月５日にたなばたまつりを行いました。大
人と子どもあわせて４０名の参加があり、にぎ
やかなたなばたまつりとなりました。
　七夕にちなんだ紙芝居「天の川にかかるは
し」やペープサートで「おおきなかぶ」を演じ
ました。
　また、工作ではとうろうを作り、願い事を書
いた短冊とともに笹につるしておみやげとして
持って帰りました。
　ボランティアの方のご協力でとてもよいたな
ばたまつりとなりました。ありがとうございま
した。

　夏休みだけの特別なおはなし会を８月におこ
ないます。対象は小学生で、参加料は無料です
ので、ぜひお越しください。

★第１回　８月３日（日）　１４：３０～
★第２回　８月１０日（日）１４：３０～
★第３回　８月２４日（日）１４：３０～
★第４回　８月３１日（日）１４：３０～

　おはなし会はおはなしの部屋でおこないま
す。
　ストーリーテリング（話し手がお話を覚えて
聞き手に語る手法）が中心のおはなし会です。

　島根県立古代出雲歴史博物館専門研究員の中
上明氏を講師にお迎えして講座を行いました。
展示コーナーで開催していた「社家に伝わった
島後の神楽面展」にあわせて、「隠岐の神楽と
その周辺」と題してお話いただきました。
　隠岐の神楽の特徴を映像や面の写真を用いて
比較しながらのお話はとても興味深かったで
す。また、出雲地方・石見地方の神楽をはじめ
本土の神楽との違いも聞くことができました。
　今回のお話を聞いて、隠岐ならではの特徴的
な神楽を後世に伝えていくことの重要性を感じ
ました。

　全国的に珍しい葬祭神楽の貴重な資料が今回
の図書館展示で発見されました。
　来年には出雲古代歴史博物館で神楽展が開催
されるとのことでした。

　中高生による中高生向けの図書館情報誌プレ
ジャーの編集委員を募集しています。
　図書館や読書が好きな方に限らず、編集作業
に興味がある方やイラストが好きな方など、ど
なたでも大歓迎です。

　年に３回発行の発行で、おすすめの本の紹介
や心理テストやアンケートなど内容も様々で
す。　たくさんの方に携わってもらって内容の
濃い情報誌を目指しています。希望者は図書館
まで。


