
のぼりくだりの… まどみちお 理論社
チンパンジーはいつか人間になる 熊谷さとし
ナチュラルキス 風 星雲社

偕成社

私のこと、すきだった？ 林真理子 光文社
殺してもいい命 秦建日子 河出書房

まねき通り十二景 山本一力 中央公論新社
あたしはビー玉 山崎ナオコーラ 幻冬舎

つくも神さん、お茶ください 畠中恵 新潮社
欧亜純白(ユーラシアホワイト)　上･下 大沢在昌 集英社

水死 大江健三郎 講談社
きままな娘わがままな母 藤堂志津子 集英社

告白的恋愛論 渡辺淳一 角川書店
十字架 重松清 講談社

火の闇 北重人 徳間書店
ガールズ・ストーリー あさのあつこ ＰＨＰ研究所

魔法使いクラブ 青山七恵 幻冬舎

アバター 山田悠介 角川書店
敗者復活 徳間書店藤田宜永

幻冬舎

新潮社
すき・やき 新潮社楊逸
下天を謀る　上・下

静人日記

中央公論新社

文芸春秋

天童荒太

新車購入ベストカタログ２０１０

ハッピー･リタイアメント 浅田次郎

新説　邪馬台国山陰説　論点整理 田中文也

人形のＢＷＨ 丸谷才一

ＳＯＳの猿 伊坂幸太郎

オフィスｉｆ

アカシアの花のさきだすころ
集英社
新潮社

村山由佳
辻仁成

文芸春秋

野村克也は本当に名将か 工藤健策 草思社
平林郁の接遇道 平林郁 大和書房

遥かなる水の音

日本文芸社

安部竜太郎

島田洋七の老いてますます、おもろい人生 島田洋七 日本文芸社
還暦力 村田兆治 朝日新聞出版

主婦と生活社

日本がもし１００人の村だったら

人気の家づくりベスト実例アイデア１００
日向咲嗣 同文館出版
池上彰 マガジンハウス

「職業訓練」１５０％トコトン活用術

こんな男は捨てられる 山崎世美子
インプレスジャパン
ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ･ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ

できるＭａｃ ｸﾛｯｸﾜｰｸｽ　できるシリーズ編集部

清家篤

美人増髪計画
都会でできる雨、太陽、緑を活かす小さな家 中臣昌広

浜中聡子

朝日新聞出版

アシュリーが教えてくれたこと ロリー・ヘギ 扶桑社

ベストセラーズ
農村漁村文化協会

膠原病とリウマチの治し方

クリエイツかも

がん検診は誤解だらけ

６０歳からの仕事

協同福祉会
野球は人生そのものだ

写真で読む「坂の上の雲」の時代

斎藤博

講談社

日本放送出版協会

・・・　新 刊 本 紹 介　・・・

書　い　た　人 出　版　社本　の　名　前
新潮社

村島温子 講談社

筑摩書房

月のかぐや ＪＡＸＡ

宇宙で過ごした１３７日

長嶋茂雄

若田光一

美術で読み解く旧約聖書の真実

世界文化社

日本経済新聞社

加藤重広その言い方が人を怒らせる 筑摩書房
秦剛平

あなたの大切な人を寝たきりにさせないための介護の基本

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、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
い本が他にあるときは、リクエストもできま
す。

２０１０．１　　Ｖｏｌ．５６

隠 岐 の 島 町 図 書 館 通 信

　　　　　　１月の休館日
１（金）～４（月）　１１（月）　１２（火）
１７（日）　１８（月）　２５（月）

　蔵書点検では、図書館にあるすべての資料
をチェックします。
　行方不明になっている本がないか、違う棚
に入っている本はないか、などを調べます。
　また期間中には普段なかなかできない棚の
清掃や書庫の本の整理等も行います。

図書館では蔵書点検のため、２月１３日（土）～２２日（月）まで休館いた
します。皆様にはご迷惑をおかけしますが、どうぞご了承ください。

　蔵書点検の際に清掃や本の整理などを手伝っ
てくださるボランティアさんを募集していま
す。毎年何人もの方にお手伝いいただき、大変
助かっています。

おき子育て応援フォーラム２０１０ 及び　暮らしに役立つ図書館講座

　　　　講演会「ほめ上手になって、もっと子育てを楽しもう♪」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　講師　原広治氏　（島根大学教授）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主催　島根県隠岐支庁隠岐保健所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　共催　隠岐の島町図書館

　島根県は、親と子が健やかに暮らせる社会づ
くりの推進に取り組んでいます。子どもの心の
安らかな発達の促進と育児不安の軽減を目的と
して、家族も社会も子育てを楽しもうという

　お手伝いしてくださる方募集しています

　また図書館に対するご意見や感想なども話し
ていただいたりと良い機会になっています。
　もちろんご都合のつくときだけで結構ですの
で、どうぞよろしくおねがいします。

講演です。
　今子育て中のお父さんお母さんはもちろん、
日ごろ子どもに関わる方も、ぜひご来場くださ
い。

日時　２月６日（土）　１０：３０～１１：３０
場所　図書館研修室

蔵書点検とは？



★展示コーナー ★特集コーナー

★えほんコーナー

★ブックトークの会
図書カード

16

比　　　較

6,6794,476 1,399
5,087 1,495

▲ 4

・・・ 展 示 コ ー ナ ー ＆ 特 集 コ ー ナ ー ・・・

≪ ふゆ ≫

入館者数 登録者数

・・・ １２月 の 利 用 状 況 報 告 ・・・

貸出冊数貸出人数

≪ 昔の遊び ≫≪ 新春町民お宝展開催！ ≫

・・・ 図 書 館 職 員 オ ス ス メ の 一 冊 ・・・

・・・ １２月 に よ く 読 ま れ た 本  ベスト１０・・・

21　年　度
20　年　度

▲ 611 ▲ 96 ▲ 299
6,978 20

雑誌 西郷書店組合様より
　雑誌『ダ・ヴィンチ』をいただきました

『ダ・ヴィンチ』は総合文芸誌です。話題
の本や著者の特集や、新刊で気になる本の
紹介など楽しい雑誌です。

ＪＡ隠岐様より
雑誌『家の光』をいただきました

『家の光』は地域の人々の暮らしに役立つ
農と家の雑誌です。農業のことから家庭で
の豆知識までいろいろ扱っています。

１位　こんな男は捨てられる　　　　　　 　　　山崎世美子　　 ソフトバンククリエイティブ
２位　これでよろしくて？　　　　　　　　　　　川上弘美　　　　　　中央公論新社
２位　神様のカルテ　　　　　　　　　　　　　　夏川草介　　　　　　小学館
２位　ぬるい男と浮いてる女　　　　　　　　　　平安寿子　　　　　　文芸春秋
２位　ひまわり事件　　　　　　　　　　　　　　荻原浩　　　　　　　文芸春秋
２位　家事の花道　きれいに暮らす１２ヵ月　　　近藤典子　　　　　　朝日新聞出版
２位　ユニクロｖｓしまむら　　　　　　　　　　月泉博　　　　　　　日本経済新聞出版
２位　先生、どうやってヤセたんですか　　　　　山田春木　　　　　　ワック
２位　旧友は春に帰る　　　　　　　　　　　　　東直己　　　　　　　早川書房
２位　おかあさん、お願いだから、ボケないで。　　フレディ松川　　　ホーム社

『 風の中のマリア 』 百田尚樹著　講談社

　凧あげ・独楽・あやとり・ケン玉…、昔の遊
びは今でもおもしろい！子どもさんやお孫さん
と遊んだり、昔を懐かしんで遊んでみたりしま
せんか。

　どんどん雪もふってさむ～い冬になりました。
楽しい雪あそびの本や、あったかくなる絵本みて
みよう！

　横山大観「黒潮」、平山郁夫「月明の砂漠」、
東山魁夷「晴れゆく嶺」などの絵画（リトグラ
フ）を展示します。すばらしい絵の数々をぜひ見
に来て下さい。

　　展示期間　２月１２日（金）まで
　　展示場所　展示コーナー

町内の企業や団体の皆様から図書カードや雑誌を寄贈していただきました。雑誌コーナー
の充実に使わせて頂きます。ありがとうございました！

　吉崎工務店様
　隠岐石油様
　西郷読書会様　　　より、多額の図書カードを寄贈していただきました

いただいたカードで新しい雑誌を購入する予定です。どんな雑誌かは次号でご紹介しま
す。どうぞお楽しみに！

　大河ドラマ『龍馬伝』もう見ましたか？
　いま、玄関前の特集コーナーでＮＨＫ大
河ドラマ放送中の『龍馬伝』の特集をして
います。
　坂本龍馬やそれに関わる人々の伝記、幕
末のことを解説した本などいろいろと置い
ていますので、この機会にぜひご覧くださ
い。

　流木アートグループ「山彦」
代表の斎藤隅良さんから寄贈さ
れました。釣り下げられた竹に
は花が一輪…すてきです。

　２月のブックトークの会のテーマは"おに”で
す。どんな鬼が出てくるかな？
　　日時　２月６日（土）　１４：００～

　図書館では展示コーナー以外でも町民の方が作られたものを飾っています。どれもすてきな作
品ばかりです。どこに置いてあるのか、ぶらっとまわって探してみてはいかがでしょう。

　今年の干支のトラがお出迎
え。ちょっととぼけた表情がな
ごみます。布施の出川彩子さん
からいただきました。

　海岸で拾ったガラス
(マリングラス)で作った
ランプシェード。久見の
藤野みほ子さんの作品で
す。とてもきれいです
よ！ みなさまありがとうございます！

　オオスズメバチのワーカー（働き蜂）として、ただ戦うために生まれてき
たマリア。獲物を狩る、その速さと強さから“疾風のマリア”と呼ばれるよ
うになる。
　桁外れのスタミナを持ち、強靭な顎で獲物を噛み砕き、獰猛に他の昆虫や
ハチまでも狩る、オオスズメバチのワーカー。
　生き延びても３０日の短い命の中、恋もせず母ともならず、巣の妹たちを
育てるためひたすら戦い続ける一生。そのことを誇りとして戦うマリアは、
激しく厳しい戦いの中で何を見るのか…。
　
　獲物を狩るシーンがリアルで残酷にも思えますが、食うか食われるかの生
存競争の中で、ひたすら仲間のため狩り続けるハチたちの姿に圧倒され、最
後まで一気に読んでしまいます。ぜひ読んでみてください。


