
手軽で簡単ハギレで作る革小物 スタジオタッククリエイティブ

バジリコ起業は山間から 森まゆみ

山陰旅行

離婚を考えたらこの１冊 石原豊昭
親を殺す「ふつうの子ども」たち

高文研

金曜日

　今年も図書館で図書館まつりを行います。図書館でいろいろなイベントを予定していますので、お気軽に
おいでください！
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東京書籍

女子栄養大学出版

自由国民社

腎臓病透析患者さんのための献立

藤井誠二

アルパカ 東京書籍出版編集部

イノウ

死刑のある国ニッポン

中塚明

世界一わかりやすい介護

司馬遼太郎の歴史観
マイケル・ジャクソン★ポップレジェンドに捧ぐ

佼成出版社
海堂尊 講談社

ブッダの学校 代事務所
外科医須磨久善

牛乳パックからつくるエコペーパー ピポン＝辻岡ピギー 池田書店

ルポ産科医療崩壊 軸丸靖子
自由国民社

殺気！
池永陽
雫井脩介

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

大渕憲一 ＰＨＰ研究所
差別と日本人 野中広務 角川書店
楽しもう！学校図書館ディスプレイ さわださちこ 全国学校図書館協議会

デジタル一眼レフすぐに上達するテクニック１００ 岡嶋和幸 玄光社
江沢香織 東京地図出版

角川SSｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

小池真理子 集英社

偏愛マップ　 齋藤孝 新潮社
巨匠たちの迷宮　　名画の言い分 木村泰司 集英社

美容医療ハンドブック

島根の民謡 酒井菫美 三弥井書店
苔盆景入門　作ったその日から楽しめる 木村日出資 日東書院本社

文芸春秋
土屋書店

しがみつかない生き方 幻冬舎香山リカ
子連れお出かけらくらくマナー
夢をかなえるサッカーノート

葦野そら

角川SSC美容健康編集グループ

中村俊輔

熱い風
曽根圭介

元気でいてよＲ２－Ｄ２。 北村薫 集英社

図地反転 講談社

フリーター、家を買う。

遊びをせんとや生れけむ 久世光彦 文芸春秋

有川浩 幻冬舎

帚木蓬生 新潮社

花と流れ星 道尾秀介 幻冬舎
墨染の鎧

水神　上・下

文芸春秋火坂雅志

あるキング 伊坂幸太郎 徳間書店
夢うつつ あさのあつこ 東京書籍

おれも武士 鳥羽亮 双葉社
口は禍いの門 佐藤雅美 角川書店
引き出しの中のラブレター 新堂冬樹 河出書房新社

人間の運命 五木寛之 東京書籍
ヘヴン 川上未映子 講談社

冤罪　　ある日、わたしは犯人にされた 菅家利和 朝日新聞出版
新参者 東野圭吾 講談社
逍遥の季節 乙川優三郎 新潮社
小さいころに置いてきたもの 黒柳徹子 新潮社

光文社

角川書店

占い屋重四郎江戸手控え

通訳ダニエル・シュタイン　上・下 リュドミラ・ウリツカヤ 新潮社
ブリーダ パオロ・コエーリョ

徳間書店
徳間書店

　山坂久美子リフォーム展
きりきり舞い 諸田玲子

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

・・・１０月の休館日・・・
５日（月）　１２日（月）　１３日（火）
１８日（日）　１９日（月）　２６日（月）

この他にも、たくさんの新刊本が入ってい
ますので、チェックしてみてください！！
読みたい本が図書館にないときは取り寄せ
ることもできます。

２００９．１０　Ｖｏｌ．５３

隠 岐 の 島 町 図 書 館 通 信

　布施にお住まいの山坂久美子さんの作品展をおこなっています。
　古い着物や襦袢をコートやスーツに、絣の着物やもんぺ・ジーンズをジャケットやカバンに
リフォームした作品などを展示しています。
　ぜひご覧ください。

　　期間　１０月６日（火）～１１月１日（日）
　　場所　 展示コーナー

　毎年好評の古本市を今年も行います！
　皆様に寄贈いただいた本がたくさん集まり
ました。ありがとうございます。
　そんな本の中からお好みの一冊を探してみ
てください。
　もちろん寄贈も歓迎します！

　日時　１０月３１日（土）１０：００～
　　　　１１月　１日（日）１０：００～
　

　幼児から小学生までを対象に、おはなし会をし
ます。
　たのしいおはなしをききにきてね！

　日時　１０月３１日（土）１５：００～
　場所　おはなしのへや



・・しまね子ども読書フェスティバルin隠岐の島町 開催・・
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　≪ 旅に出よう！≫

★特集コーナー

　　≪ まほう ≫

　　　★えほんコーナー

・・・ 展 示 コ ー ナ ー ＆ 特 集 コ ー ナ ー ・・・

　もしもまほうが使えたらなにをする？
　えほんのなかではたのしいまほうや、こわー
いまほうつかいがまってるよ！

１位　アマルフィ　　　　　　　　　　　　  真保裕一　　　　　　　　　　　　　 扶桑社
 １位　ころころろ　　　　　　　　　　　  　畠中恵　　　　　　　　　　　　　　 新潮社

 １位　１歳から１００歳の夢　　　     　   日本ドリームプロジェクト　　　　　いろは出版
４位　デパートへ行こう　　　　　　　　　　 真保裕一　　　　　　　　　　　　　　講談社

  ４位　熱い風　　　　　　　　　　　　       小池真理子　　　　　　　　　　　　　集英社
   ４位　巡礼　　　　　　　　　　　　　　　　  橋本治　　　　　　　　　　　　　 　新潮社

 ４位　あした咲く蕾　　　　　　　　        　朱川湊人　　　　　　　　　　　　　 文芸春秋
４位　逃亡者　　See　Chieko　Run　　　　　　折原一　　　　　　　　　　　　　　　文芸春秋
４位　ヘヴン　　　　　　　　　　　　　　　　川上未映子　　　　　　　　　　　　　講談社
４位　ビニール袋で手早くできる！野菜のうまみが生きる漬け物　　　新関さとみ　　　ＰＨＰ研究所

『　簡単木工家具STYLE　～１万円以内・半日で・初心者も　』　主婦と生活社発行

　最近、女性でもＤＩＹや木工に興味を持つ方が増えてきています。しかし、「興味
はあるけど、私には無理。」と、やる前からあきらめていませんか？
　この本は、そんな初心者の方にもオススメの１冊です。木材のカットは、ホームセ
ンターで頼み、あとはそれらを組み立てて、クギなどを外側から打ち込んでいくだけ
なので、短時間で初心者の方にも簡単に作ることができます。展開図や工夫のポイン
トも載っているので、分かりやすくアレンジも可能です。
　手づくりならではの、温かみのあるオシャレな家具や雑貨は、見ているだけでも楽
しめ、インテリアの参考にも良いかもしれません。
　次回のお休みには、ぜひこの本を参考にして日曜大工にトライしてみてはいかがで
しょうか？

　秋になり涼しく過ごしやすくなってきましたが、
どこかへ出かけたくなりませんか？
　実際に旅行の予定をたてるのはもちろん、本を開
いてあちこちへ思いを馳せるのも楽しいですよ。

　11月1日、清水眞砂子氏の講演会があります。清水さんは児童文学者として、子供の本につい
ての本を書かれたり、外国の児童文学の翻訳などをされています。訳書には、『ゲド戦記』（全
六巻）をはじめ多数あります。現在は青山学院女子短期大学の教授をされています。
　今回の講演では子どもの本について語っていただきます！事前の申込はいりません。ぜひおい
でください。

　　日時　１１月１日（日）　１０：００～１１：３０
　　場所　図書館研修室

【 図書館にある清水真砂子氏の本 】
・『子どもの本の現在』　岩波書店
・『ゲド戦記の世界』　岩波書店
【 翻訳された本 】
・『ゲド戦記』アーシュラ・Ｋ・ル＝グウィン　著／岩波書店　全６巻
・『あかいかさ』ロバート・ブライト　作／ほるぷ出版
・『めざめれば魔女』  マーガレット・マーヒー　作／岩波書店
・『大地に歌は消えない』ウィリアム　Ｈ　アームストロング　作／大日本図書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…ほか多数

　西郷小・有木小・都万中など、島後・島前
合わせて１０校の学校図書館での取り組み
を、パネルなどで紹介します。
　今、ボランティアさんや先生方のがんばり
で学校図書館が過ごしやすく、使いやすく
なっています。どんなふうに変わっているの
かぜひご覧になってください。

　期間　１０月３１日（土）
　　　　　　～１１月８日（日）
　場所　雑誌コーナー

　９月５・６日に村上道正氏の絵画展を行い
ました。たくさんの油絵やデッサンが展示さ
れ、来られた方々も迫力のある絵に魅了され
ていました。

学校図書館のパネル展示

　松江市の乃木小学校の学校図書館司書である富谷美紀氏に講演をしていただきま
す。公共図書館と学校図書館の連携を深めるため、小学校での実践について伺いま
す。
　
　　　　 日時　１１月４日（水）　１３：００～１４：３０
　　　　場所　図書館研修室

図書館を使った“調べる”学習
賞コンクール入賞作品展示

 第１２回図書館を使った“調べる”学習賞コ
ンクールの入賞作品（複製）を展示します。
 全国の小学生から一般の人まで、自然のこと
や歴史のこと、郷土のことなど「知りたい！」
ことを図書館を使って調べた作品です。
　調べ学習の参考に、また図書館利用の一つと
して手にとってご覧ください。

　期間　１０月３１日（土）
        ～１１月８日（日）
　場所　雑誌コーナー


