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　先月に続いて、新しいＤＶＤが２枚とＣＤが２枚入りました。どれもすてきな内容なのでぜひ一
度観て・聞いてみてください！

講談社

プリズン・トリック 遠藤武文 講談社
道誉と正成

ジャンボ機長の状況判断術

安部竜太郎

　 ブティック社

ケニア　動物王国の魅力に接する

ＰＨＰ研究所
ブレイクの「瞬間」

なるほどなっとくタバコ問答集
妻の相談に乗ってはいけない

半島へ、ふたたび

渡辺利夫 海竜社

村上祥子
西村かおる 中央法規出版

河出書房出版

脳は０．１秒で恋をする 茂木健一郎

村上祥子のおうちでハッピー介護食

日本の活路
岡田知弘

ステップアップのための排泄ケア
一人ひとりが輝く地域再生 新日本出版社

ＰＨＰ研究所

たまひよ男の子赤ちゃんのしあわせ名前事典 たまごクラブ
新潮社
宝島社ルービックキューブがだれでもできる本

坂井優基 ＰＨＰ研究所

聞き書き・日本海軍史 戸高一成

未公開写真で初めてわかる大東亜戦争 新人物往来社

Ｒ２５編集部 日本経済新聞出版
邸恵一　柳木昭信

新しいＣＤ＆ＤＶＤ　第２弾！

吉沢信夫 文芸社
織田隼人 学研

蓮池薫

幻冬舎
パンの耳

お笑いパ～フェクトＢＯＯＫ　

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

たまひよ女の子赤ちゃんのしあわせ名前事典 たまごクラブ ベネッセコーポレーション

日経ＢＰ企画

ベネッセコーポレーション

角川書店
内田康夫 講談社ぼくが探偵だった夏

豚インフルエンザの真実 外岡立人

楠の実が熟すまで

ころころろ 畠中恵 新潮社

ここに消えない会話がある 山崎ナオコーラ 集英社

キネマ旬報社

新潮社

徳間書店

角川書店

荻原浩

諸田玲子

集英社
文芸春秋

角川書店

北門の狼

ドラゴン・ティアーズ 石田衣良

燃ゆる樹影

悪党

逢坂剛

川上健一

コカンセツ！ 南々井梢

志水辰夫つばくろ越え

オイアウエ漂流記
キャンセルされた街の案内 吉田修一

薬丸岳

藤田宜永

ミスター・ピップ ロイド・ジョーンズ 白水社
倒壊する巨塔　上・下 白水社ローレンス・ライト

新潮社

流星探し 柴田よしき 光文社
光文社
光文社
新潮社

はむ・はたる　 西条奈加
透明約束

アダマースの饗宴 牧村一人 文芸春秋

リストラ屋 黒木亮 講談社

静子の日常 井上荒野 中央公論社

非道、行ずべからず 松井今朝子 集英社
舶来屋 幸田真音 新潮社

理論社

文化祭オクロック 竹内真 東京創元社

オンナらしさ入門<笑> 小倉千加子
身の上話 佐藤正午 光文社
罪深き海辺 大沢在昌 毎日新聞社

目からウロコ！三好春樹のまちがいだらけの片まひリハビリ 三好春樹 主婦の友社

隠岐の島町食生活改善推進協議会

宇宙に秘められた謎 ルーシー・ホーキング 岩崎書店
地元の食材を生かした献立集

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

・・・９月の休館日・・・
７日(月)　１４日(月)　２０日(日)　２１日
(月)　２２日(火)　２３日(水)　２８日(月)

２００９．９　Ｖｏｌ．５２

読 ま ん か ね

隠 岐 の 島 町 図 書 館 通 信

　このほかにもいろいろ新刊本が
入っていますのでチェックしてみ
てください！

 年老いた発明家に作られたが、手の部分だけ未完成でハサミの手のまま
残された人造人間エドワード。親切な女性の家に迎え入れてもらい、人間
と生活をすることに。人間の常識を知らないエドワードは騒動を起こしつ
つも、しだいに周りに受け入れられていきます。しかし、やがて人の心を
知り恋をしたエドワードは、ハサミの手では人にふれられないことに気づ
き･･･。優しく切ないお話です。

『シザーハンズ　ー特別篇ー』　　20世紀 ﾌｫｯｸｽ ﾎｰﾑ ｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ ｼﾞｬﾊﾟﾝ

『ブタがいた教室』　　日活

『ききみみ名作文庫』シリーズ　　全９巻

『懐かしの洋楽ヒットＬ盤５０　ラジオ黄金時代』　Sony Music Japan

　「小学生のクラスで１年間ブタを飼って、卒業する時にそれを食べる」
　６年２組の新任教師の始めたこの計画。一年間名前を付けてかわいがってい
たブタを子どもたちは食べることができるのか？賛否両論の議論をまきおこし
た実話をもとに、映画化された作品です。
　自分だったらどうするのか、子どもたちと一緒に考えてみませんか？

1950・60年代頃の懐かしい洋楽のヒット曲が50曲も入っています。
映画の主題歌など、聞き覚えのある曲がたくさんあります。収録曲
はジョニー・レイ「雨に歩けば」、アンディ・ウィリアムス「ムー
ン・リヴァー」、サイモン・アンド・ガーファンクル「サウンド・
オブ・サイレンス」など。

　夏目漱石・芥川竜之介・太宰治ら、日本を代表する作家の不朽の名作
を俳優・女優さんが朗読したＣＤ、全９巻です。朗読を聞くのは読むの
とはまた違った味わいがあります。ゆったりとした気分で耳を傾けてみ
ませんか？



★展示コーナー ★特集コーナー

●磯小学校　木村芳野先生のおすすめ本

★えほんコーナー

●西郷小学校　西山夏紀先生のおすすめ本

先生のおすすめ本

・・・ ８月 に よ く 読 ま れ た 本  ベスト１０・・・

21　年　度
20　年　度

▲2,110 ▲317比　　　較 ▲997
9,093 58

▲16

8,1167,792 1,856
9,902 2,173

42
入館者数

・・・ 展 示 コ ー ナ ー ＆ 特 集 コ ー ナ ー ・・・

かっぱ公園１０周年記念！

●隠岐高等学校　前田英子先生のおすすめ本

登録者数

・・・ ８月 の 利 用 状 況 報 告 ・・・

貸出冊数貸出人数

≪日本の島々≫

≪おつきさま≫

かっぱ展

　夏休みを利用して学校の先生方が研修に来られました。今月は先生方のオススメの本の紹介で
す。どの本も図書館にあるので、ぜひ読んでみてください。

　秋はおつきみの季節。えほんのなかではき
れいなおつきさまをながめたり、
つきまで行っちゃたり。
どんなおつきさまが見られるかな？

１位　容疑者Ⅹの献身　　　　　　　　　　　   　東野圭吾　　     文芸春秋
１位　上大岡トメのいつもとちがう日　　　　　　 上大岡トメ　　　 日本経済新聞出版
１位　アラマタ人物伝　　　　　　　　　　　 　　荒俣宏　　　　　 講談社
４位　竜神の雨　　　　　　　　　　　　　　　　　道尾秀介　　　　　新潮社
４位　棟居刑事の恋人たちの聖地　　　　　　　　　森村誠一　　　　　双葉社
４位　植物図鑑　　　　　　　　　　　　　　　　　有川浩　　　　　　角川書店
４位　日本人の知らない日本語　　　　　　　　　　蛇蔵　　　　　　　メディアファクトリー
４位　親友はいますか　　　　　　　　　　　　　　渡辺淳一　　　　　新潮社
４位　静子の日常　　　　　　　　　　　　　　　　井上荒野　　　　　中央公論新社
４位　しまう・見せる・使うキッチンの収納１００　　　　　　　　　　集英社

　今月は島特集！隠岐の島はもちろん沖縄や
瀬戸内、北海道の島々まで日本には島がたく
さんあります。いろんな島の本、見てみませ
んか？

　八尾川下流域にある、おなじみの河童公園が
今年で１０周年を迎えることを記念し、かっぱ
に関するいろいろな資料を展示します。ぜひご
覧ください。

期間　９月６日 ～ ９月３０日まで
　
場所　図書館展示コーナー

　小さい頃から、美味しそうな食べ物の出てくるお話が好きでした。母が話し
てくれたお話で覚えているのも、「こんがりときつね色に焼けたパンにバター
とはちみつを塗ったもの」を食べるシーンや、子牛が草をむしゃむしゃ食べる
ところなどです。
　有名な『ぐりとぐら』のあの大きなカステラはもちろんのこと、『ちびくろ
さんぼ』のパンケーキの山や、『大草原の小さな家』の塩漬け豚、『ロビンソ
ン漂流記』の葡萄など、よだれが出そうに美味しそうで、何度も何度も読みま
した。

　子どもの頃、教室で意見を言うとき、とても緊張していた記憶があります。
間違えるのが恥ずかしかったのか、間違えたら怒られると思っていたのか…。
今の子ども達も同じ思いをしている子がいるかもしれませんね。
　この本を読むと、ドキドキして意見をいうときの様子がよく分かります。意
見を言ったものの、何を言ったのかちんぷんかんぷん。後から「ああ言えばよ
かった」といい考えが浮かんでくるものです。教室ではこれでいいんです。い
ろんな意見を出し合って学んでいけるのです。教師となった今、こんな教室を
目指していきたいと思っています。
　もしかしたら大人になった今でも、意見を言うときにドキドキしていること
があるかもしれません。この本の子ども達に負けないように、しっかりとした
意見を持った人間になりたいですね。

　魔法がつかえたらいいなあと思ったことはありませんか？できないことでも
魔法をつかえばあっという間にできるのに…なんて。
　でも、魔法つかいのジョジョさんは、魔法をつかいません。くまのゴン、き
つねのラン、ふくろうのヤンもジョジョさんとのふれあいの中で、「まほうよ
りも　すごいもの」を見つけるのです。魔法よりもすごいものとはなんでしょ
う。読んでいてやさしい気持ち、笑顔になれるお話です。絵もかわいらしくて
すてきですよ。

　この『かぼちゃスープ』も、秋から冬の季節に読むと必ず温かいスープを飲みたくなりま
す。猫、あひる、りすの３匹が「世界一おいしいかぼちゃスープ」を作りますが、そのやりと
りのかわいらしいことといったら、たまりません。子どもと一緒に読んでも楽しく、我が家で
は、小さいあひるを下の子についつい重ね合わせて読んでしまいます。
　そして、何と言っても絵が素敵で、贈り物にしても喜ばれるし、部屋に飾って眺めるだけで
も心なごむので、とってもオススメです！

『かぼちゃスープ』　ヘレン・クーパー　作／せなあいこ　訳／アスラン書房

『教室はまちがうところだ』蒔田晋治　作／長谷川知子　絵／子どもの未来社

『まほうよりもすごいもの』　さえぐさひろこ　作／狩野富貴子　絵／金の星社

　大阪YMCA千里子ども図書室代表の上田由
美子氏による実践講座「子どもと本とボラ
ンティアと」が行われます。子供の読書に
かかわる活動の考え方や技術を学びます。
　参加には申込みが必要で、期限は9月29
日までです。詳しくは図書館までお問い合
わせください。
　
　日時　10月4日（日）10時～12時
　場所　図書館研修室

子どもと本をつなぐ講座 雑誌の寄贈

　隠岐の島町職員組合女性部より、夏祭
りのバザーの売上の中から、雑誌代とし
て16,000円の図書券を寄贈していただき
ました。新しく『和楽』という雑誌を購
入するのに使わせていただきます。
　ありがとうございました！！

本をいただきました

　８月は古山宏明様、嶽野竹義様ほか４
名の方に本を寄贈していただきました。
　大切に使わせていただきます。ありが
とうございました！


