
●西郷小学校　宇野陽子先生のおすすめ本

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

家と土地のことならこの１冊 石原　豊昭 自由国民社
医療崩壊はこうすれば防げる！ 本田　宏 洋泉社
ウィキペディア革命 ピエール　アスリーヌ 岩波書店
エコクラフトカフェへようこそ！ 古木　明美 河出書房新社
大阪人の説明書 NAN　DE　YANEN 双葉社
開戦神話 井口　武夫 中央公論新社
株主優待最新攻略ガイド 日本経済新聞出版社
上地雄輔物語 上地　雄輔 ワニブックス
行政の解体と再生 上山　信一 東洋経済新報社
草木の染色ノート 加藤　国男 グラフ社
くつろぐ・楽しむ・スタイルハウス３６ ニューハウス出版
高校野球甲子園「記録の９０年」 ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙ･ﾏｶﾞｼﾞﾝ社
ここまで解けた！宇宙の謎と不思議を楽しむ本 藤井　旭 ＰＨＰ研究所
こだわって帽子作ります ｉｍｅｋａ パッチワーク通信社
ことたま 江原　啓之 徳間書店
子どもに伝えたい食育歳時記 新藤　由喜子 ぎょうせい
ササッとわかる最新「関節リウマチ」治療法 川合　真一 講談社
死に方上手 鎌田　実 岩波書店
１０歳若返る手のつくりかた 依田　美津子 ＰＨＰ研究所
絶対にあきらめない生活保護受給マニュアル 田村　宏 同文舘出版
たからのうみの、たからもの。 古谷　千佳子 河出書房新社
大満足！お取り寄せブック ＴＯＲＩＣＯ 春日出版
テレビで言えなかったニュースの裏側！ 岩田　公雄 学研
できるデジカメデジタル写真徹底活用術 山田　祥平 インプレスジャパン
陶芸教室 田宮　亜紀 誠文堂新光社
ドキドキ！妖怪きりがみ 黒須　和清 東京書店
なぜ君は絶望と闘えたのか 門田　隆将 新潮社
なつかしの理科室 高井　ジロル アスペクト
パリのおさんぽ 河合　妙子 双葉社
パン屋さんになるには ぺりかん社
ひとりっ子の取扱説明書 Dalle　Dalle 広済堂出版
へんな数式美術館 竹内　薫 技術評論社
ベリーダンスで魅惑のカラダをつくる コスミック出版
ほんとは知らない競技ウェアの秘密 椎野　礼仁 永岡書店
迷いの路 ふくだ　としお 成美堂出版
宮崎アニメは、なぜ当たる 斉藤　守彦 朝日新聞出版
レジる？レジれば…レジるとき！？ ののか恵 幻冬舎ルネッサンス
老後を豊かに生きるひとり暮らし安心術 石川　由紀 情報センター出版局
いっちばん 畠中　恵 新潮社
インターセックス 帚木　蓬生 集英社
エイジハラスメント 内館　牧子 幻冬舎
おそろし 宮部　みゆき 角川書店
カラスの親指 道尾　秀介 講談社
喜の行列悲の行列 藤田　宜永 毎日新聞社
９・１１倶楽部 馳　星周 文芸春秋
妃は船を沈める 有栖川　有栖 光文社
帰省 藤沢　周平 文芸春秋
グラニテ 永井　するみ 集英社
剣客春秋 鳥羽　亮 幻冬舎
左近の桜 長野　まゆみ 角川書店

　・・・この他にも新しい本が入っています

・・・ お す す め 本 特 集 ・・・
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永遠の若さ、永遠の命…手に入ったらどうでしょう。なんでもできる！いつ
でもできる！こんな素敵なことはない！そんなふうに思う人も多いはず。も
ちろん私もその一人ですが…。
　少女ウィニーが出会った家族は、不老不死の泉の水を飲み、年をとりませ
ん。「永久に生きるとわかったときの気持ち、わかるかい？」と家族の一人
が問いかけます。

ミリー・モリー・マンデーという小さな女の子（６，７才かな）が主人公で
す。本を開くと、まずミリー・モリー・マンデーが住んでいる村の地図が現
れます。この地図を見ていると、どんなストーリーだろうとわくわくしま
す。
　ミリー・モリー・マンデーはとても元気で明るい女の子。働き者ですが、
ちょっとおませなことをしたがるところがかわいらしいです。
　小学校低学年・中学年の女の子なら、「私もミリー・モリー・マンデーみ

ウイリアムという男の子とお母さんのお話。ウイリアムがどんな姿になって
も、お母さんは、見事、ウイリアムを見分けることができます。そんなお母
さんの愛情が伝わる絵本です。
親子で読むのも楽しく、あてっこ遊びができて盛り上がります。

たいにしてみたい！」と思うこともあるはず。楽しく、あたたかいお話です。

変化するから人生を楽しめる、期限があるからこそ命を、自分をいとおしむことができる…読み
終わった後、そんなことを心に残す作品です。
　小学校高学年から中・高生におすすめです。

８月は研修で小中学校の先生方が４名来られました。今月は先生方のおすすめの本を
紹介します。

借りたい本が貸し出し中の場合は予約をかけ
ることができます。カウンターにてお申込み
下さい。



●中条小学校　齋藤絵里先生のおすすめ本２冊

●布施中学校　永原富貴子先生のおすすめ本

★展示コーナー ★特集コーナー

★えほんコーナー

●磯小学校　松本佳恵先生のおすすめ本

≪　そ　ら　≫

≪ミニ大相撲展　図書館場所≫

・・・ 夏 休 み の 図 書 館 の 様 子 ・・・

・・・ 展 示 コ ー ナ ー ＆ 特 集 コ ー ナ ー ・・・

8,391 1,967 7,985

・・・ ８ 月 の 利 用 状 況 報 告 ・・・

２０年度
１９年度

登録者数
58
66

貸出人数 貸出冊数
9,902 2,173 9,093

≪おじいちゃん、おばあちゃん≫

・・・ ８ 月 に よ く 読 ま れ た 本 ベ ス ト 10 ・・・

1,511 206 1,108 ▲ 8比較

入館者数

　１０月２３日に開催される大相撲隠岐の島町
場所にあわせて、≪ミニ大相撲展図書館場所≫
を開催します。
　化粧回しや板番付などを展示していますので
ご覧下さい。

　９月１５日は敬老の日です。今月は敬老の日
にちなんで、おじいちゃん、おばあちゃんに関
する本を紹介しています。

　秋の空を見上げてみて。昼間は天高く、夜は
澄んでキレイな星空。空に関係する絵本を紹介
しています。

１位　ひとりっ子の取扱説明書　　　　　　　　　　　Dalle　Dalle　　　 広済堂出版
２位　誘　拐　　　　　　　　　　　　　　　　　　　五十嵐貴久　　　　　双葉社
３位　時が滲む朝　　　　　　　　　　　　　　　　　楊　逸　　　　　　　文芸春秋
４位　カラスの親指　　　　　　　　　　　　　　　　道尾秀介　　　　　　講談社
５位　左近の桜　　　　　　　　　　　　　　　　　　長野まゆみ　　　　　角川書店
６位　我、言挙げす　　　　　　　　　　　　　　　　宇江佐真理　　　　　文芸春秋
７位　ラジ＆ピース　　　　　　　　　　　　　　　　糸山秋子　　　　　　講談社
８位　Ｌｉｔｔｌｅ　ＤＪ　　　　　　　　　　　　　鬼塚　忠　　　　　　ポプラ社
９位　冬の運動会　　　　　　　　　　　　　　　　　向田邦子　　　　　　文芸春秋
10位　レジる？レジれば…レジるとき！？　　　　　　ののか恵　　　　　　幻冬舎ルネッサン

　この本は、「おれたち、ともだち」絵本シリーズの中の一冊です。ちょっ
としたことで大ゲンカになってしまった仲良しのオオカミとキツネ。次の
日、散歩道で出会っても・・・また次の日、原っぱで出会っても・・・。友
達とケンカした時、言いたいのになかなか言えないんですよね。あの一言
が。オオカミとキツネの心の揺れ動きに共感できる一冊です。（結末も注目
です。）

　小さい頃からお菓子作りに興味があり、そのせいか、毎回図書館に行くと、
どうしてもお菓子作りのコーナーへ立ち寄ってしまいます。この本は、その時
に見つけた一冊です。その名のとおり「シフォンケーキ」の作り方だけです
が、定番のシフォンケーキをはじめ、４４通りものレシピが載っており、アレ
ンジ次第でいろんなシフォンケーキ作りを楽しむことができます。私も何種類
か挑戦しました。作り方など、写真を交えてわかりやすく紹介してあり、初め
てシフォンケーキ作りに挑戦する方にもお薦めの一冊です。

　梨木香歩さんといえば『西の魔女が死んだ』という本がおなじみですが、
この物語もとても魅力的です。
　主人公の照美は、近所の古いお屋敷にある、古い鏡から『裏庭』の世界へ
迷い込みます。そして、元の世界に戻るために、ばらばらになった一つ目の
竜の骨を集めに旅をすることになってしまいます。照美と一緒に『裏庭』の
世界を旅していると、日常の時間の流れを忘れてしまう一冊です。
この本は、中高生はもちろん、大人の方にもぜひ読んでほしいと思います。
文章を読んでいると、ふと考えさせられる言葉にたくさん出会えます。照美

という名前に隠された秘密も心に残ります。本の中で私の好きな言葉のひとつに、
　「あなたはあなたの庭を育てているのです。」
というのがあります。日々の生活の中で、私の心の中にはどんな花がさき、どんな庭ができてい
るのだろう。狭くてもいいから、素敵な庭にしたいな、と思います。

　昨年に続き２回目となった夏休みおはなし
会には、帰省された家族の参加もありまし
た。『また来年来ます。』の一言がとても嬉
しく思いました。
　おはなしの部屋を真っ暗にして聞くお話
は、子どもたちの想像力を刺激したことで
しょう。
　お話とお話の間には、ほっと一息つける時
間を設け、折り紙遊びや手品、手遊びうたな

　閲覧コーナーや雑誌コーナーでは、自分だけ
の世界に浸っている姿がみられました。中には
冷房の心地よさからか居眠りをしている人も…
（＊_＊）
　研修室では課題に追われている中学生や高校
生が連日勉強に励んでおられました。
　帰省中の方もおられ、たくさんの方に利用し
ていただきました。

展　示　期　間

９月９日(火）～１０月２６日(日)

 狭い金魚ばちの中から逃げ出した金魚。どこに逃げたのか・・・。はじめ
は赤い水玉模様のカーテンの、水玉の一つに。次は植木鉢が並ぶ中、赤い
花の一つに。
 逃げた金魚を探しながら、楽しく読み進めていくことのできる幼児用の絵
本です。かわいらしく色鮮やかな挿絵で、大人でも楽しむことができま
す。是非、子どもさんと一緒に読んでみて下さい。小さな金魚の小さな冒
険、最後に金魚はどこに辿り着くのでしょうか。
　同じく五味太郎さんの、「どうぶつあれあれえほん」シリーズ『たべたの　だあれ』『かくし
たの　だあれ』も同様の作品です。
『あめたべたの　だあれ』・・・数羽の鳥の中から、羽根があめの模様になっている一羽を探し
たり、『えんぴつ　かくしたの　だあれ』・・・たくさんのカマキリの中から、はらの部分がえ
んぴつになっているカマキリを探したり、きっと子ども達は夢中になって読むことと思います。
また、それぞれの「もの」が動物の体の一部にぴったり合っていて、なんともかわいらしい絵本
です。


