
良寛
天海の秘宝　（上）（下）

大法輪閣
朝日新聞出版

立松和平

白川道

筋トレ以前のからだの常識

やっちゃれ、やっちゃれ！　独立・土佐黒潮共和国
今日を刻む時計

祈る時はいつもひとり　（上）（下）

阿川大樹Ｄ列車でいこう

坂東真砂子

代表作時代小説　平成２２年度 日本文芸家協会

新潮社

島田雅彦
加納朋子

ＰＨＰ研究所
村崎太郎　栗原美和子

集英社
講談社

平石貴久　三宅公利 講談社
とっさの言いまわし日常韓国語会話辞典 石田美智代 永岡書店

三五館悲しき国産食品

毎日コミュニケーションズ丸山弘詩　ほか
日本実業出版社

自分でできるきもののお手入れ＆お直し
ｉＰａｄ　Ｓｔｙｌｅ　Ｂｏｏｋ

世界文化社

成美堂出版
世界文化社

橋はかかる

大久保紀子の美メイクマジック

高橋章アジサイの魅力　人気の１５０種楽しみ方と育て方
いい顔してる人　生き方は顔に出る！ 荒木経惟

部屋が見違えるコーディネートの基本 成美堂出版編集部
大久保紀子

ポプラ社

農山漁村文化協会

小藪浩二郎
日本の城　城めぐりの楽しさが１００倍に！

産後ママの体と心トラブル解消ＢＯＯK
西原理恵子×月乃光司のおサケについてのまじめな話

中井均

日本放送出版協会
小学館

対馬ルリ子
西原理恵子　月乃光司

水木しげるロード熱闘記

辻一郎

ティム・ワイズオバマを拒絶するアメリカ

桝田知身

弁護士に聞きたい！ストーカー・ＤＶの問題Ｑ＆Ａ

永六輔　内藤いづみ
病気になりやすい「性格」
いい医者いい患者いい老後

馬場・沢田法律事務所

朝日新聞出版

ハーベスト出版

佼成出版社

中央経済社
明石書店

文芸春秋

ＰＨＰ研究所
ＰＨＰ研究所

新潮社

学生社
青春出版社

皇学館大学・島根県立古代出雲歴史博物館

民主党迷走と裏切りの３００日
百瀬格

クイズＩＱ東大脳にチャレンジ！
ソフトバンククリエイティブろくでなし三国志 本田透

蓮舫

・・・　新 刊 本 紹 介　・・・

書　い　た　人 出　版　社本　の　名　前

東京大学クイズ研究会
伊勢と出雲の神々

思い出コロッケ 諸田玲子

悪貨

一番じゃなきゃダメですか？

韓国が死んでも「一流先進国」になれない１８の理由
沖縄時間　美ら島暮らしは、でーじ上等！ 鳥居美砂　ダニエル・ロペス

読売新聞政治部

高樹のぶ子

七人の敵がいる

交渉人

化石の愛
甘苦上海　完結版

池永陽

新潮社

幻冬舎五十嵐貴久

写楽閉じた国の幻 島田荘司

日本経済新聞出版社
光文社

バイバイ、ブラックバード
プラチナデータ 東野圭吾

講談社
浅田次郎

河出書房新社
集英社

藤田宜永

長野まゆみ
終わらざる夏　（上）（下）
老猿

野川

京極夏彦 角川書店
市川拓司 講談社

講談社

幻冬舎

徳間書店
宇江佐真理 文芸春秋

光文社

双葉社伊坂幸太郎

夢枕獏

幻冬舎

叛撃 今野敏 有楽出版社
文芸春秋

星と輝き花と咲き
講談社ブレイズメス１９９０

三千枚の金貨　（上）（下） 宮本輝 光文社

海堂尊

西巷説百物語
吸涙鬼　Ｌｏｖｅｒｓ　ｏｆ　Ｔｅａｒｓ

松井今朝子

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

　ここでは、７月に入った新刊本の一部を紹介してい
ます。この他にもたくさん入っていますので、チェック
しにきてくださいね。他に読みたい本があるときはリク
エストもできます。

２０１０．８　　Ｖｏｌ．６３

隠 岐 の 島 町 図 書 館 通 信

８月の休館日
２（月）　９（月）　１５（日）

１６（月）　２３（月）　３０（月）

　　　　　　ありがとうございます

　６・７月には、渡部豊様、田中好隆様、吉田
公三様、ほか１２名もの方々に本を寄贈してい
ただきました。
　図書館で使わせていただくほかにも、関連の
公共施設や、今回のような古本市などで利用さ
せていただきます。ありがとうございました。

　夏の古本市を図書館でおこないます。図書館
に寄贈された本や図書館の除籍資料など、本や
雑誌をたくさん用意しておりますので、ぜひお
越しください。

　お気に入りの一冊を見つけてくださいね。

日時：８月１７日（火）～２２日（日）
　　　　１０：００～１８：００
　
場所：図書館入り口



★特集コーナー ★えほんコーナー

≪ よる ≫≪ エコを楽しむ　≫

▲ 19

・・・ ７月 の 利 用 状 況 報 告 ・・・

▲ 1,237

入館者数

・・・ 今 月 の オ ス ス メ の 一 冊 ・・・

・・・ ７月 に よ く 読 ま れ た 本  ベスト１０・・・

22　年　度

21　年　度
▲ 1,231 ▲ 257比　　　較

26

8,411

・・たなばた会がありました・・ ・・・  今 月 の 特 集 コ ー ナ ー ・・・

7,214

5,983

登録者数

45

貸出冊数貸出人数

1,909

1,652 7,174

１位　１Ｑ８４　（ＢＯＯＫ３）　　　 村上春樹　　　　　　　　新潮社
１位　夜行観覧車　　　　　　　　　　 湊かなえ　　　　　　　　双葉社
３位　聖女の救済　　　　　　　　　　　東野圭吾　　　　　　　　文芸春秋
３位　１Ｑ８４　（ＢＯＯＫ１）　　　　村上春樹　　　　　　　　新潮社
３位　善人長屋　　　　　　　　　　　　西条奈加　　　　　　　　新潮社
６位　楊令伝シリーズ　　　　　　　　　北方謙三　　　　　　　　集英社
６位　エルグルメ　２０１０　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社メリット
６位　トリックシアター　　　　　　　　遠藤武文　　　　　　　　講談社
６位　プラチナデータ　　　　　　　　　東野圭吾　　　　　　　　幻冬舎
６位　歴史ドラマの大ウソ　　　　　　　大野敏明　　　　　　　　産経新聞出版　　　　　ほか

　夏はトマトや、オクラなどさまざまな野菜が採れるおいしい季節です。
そんな、これらの野菜を自分の手で育てて食べることができたら、野菜の味
もさらにおいしく感じられるのではないでしょうか。
　ただ、問題なのは、野菜を育てるには、場所や道具を用意しなければいけ
ない点です。そこで、場所も取らずに、少しの道具で簡単に始められる野菜
作りの本を紹介します。
　タイトルからも察しがつく通り、カップで始める野菜作り方法です。カッ
プで作る野菜と聞いて、正直あまり期待できないと思ってページを開いてい
きましたが、さまざまな野菜たちが見事にカップの中で育っているので、驚
いてしまいました。
　種類も、葉もの野菜・実もの野菜・ハーブと豊富にあり、さらに、育てた
野菜の料理レシピも載っているので、園芸と料理どちらも楽しむことがで
き、２倍おいしい本となっています。
　場所・手間いらずのミニ菜園、ぜひ今日から始めてみてはいかがでしょう
か。

『 カップde野菜 』　岡井路子／著　　東京地図出版

　７月にたなばた会がありました。
　大型絵本「きょだいなきょだいな」や紙芝居
などを読んだ後、みんなでゲームをして楽しみ
ました。最後に、それぞれ願いごとを書いた短
冊を笹につるし、笹を切って持ち帰りました。
　みんなの願いごとがかなうといいね。

　高校の教科書に載っていた、文庫本で１１ペー
ジ程度の文章です。普段ＳＦやファンタジーしか
読まない私にも強い印象を残しています。
　大雑把なあらすじは…「古代中国で公務員を
やっていた自分のことをとても賢いと思っている
男が、自分の身分が低いためにこれ以上出世でき
ないと退職し、詩人として名を残そうとするがう
まくいかず、発狂し、人喰い虎になってしまう。
この人としての知性も兼ね備える虎が公務員時代
の数少ない友人と出会い話をするうちに…」とい
うものです。文体がめんどくさいのですが、この
虎の語りの中の一人称「自分」と「おれ」の使い
分けを考えながら読むとちょっと深いかも…。
　似たような作品で芥川龍之介の「河童」は普通
の日本語で書いてあるのでもうちょっと読みやす
いかもしれません。

　最近、「１００歳以上のお年寄りが…」と
いうニュースをよく耳にします。なんだか少
し寂しい気分になるのは、私だけでしょうか
…？私たちの大先輩の言葉に、少し耳を傾け
てみるのもいいことかもしれませんね。この
本には、１００歳以上の方がどんなことを思
い、どんな夢を持っているのか、また名言も
あります。人生の勉強にもなるかもしれませ
んね。
　この本を通して、「うちのおじいさんはど
げしちょっかいな？」「あそこのおばあさん
は元気しちょっかいな？」と気にかけ、ぜひ
お話をしに行ってほしいと思います。

　夏休みを利用して学校の先生方が図書館
に研修に来られました。
　本の返却や整理、本の修理に読み聞かせ
など、いろいろな作業を手伝っていただき
ました。学校のお話などを伺うこともで
き、とても楽しい時間となりました。
　これからの学校と図書館とのさらなる協
力につながればと思います。

　また先生方にオススメの本を紹介してい
ただきました。

・・先生方が研修に来られました・・

　今年の夏はほんとに暑いですね。冷
房をきかせて冷たいものを食べて、と
いうのもいいですが、エコな暮らしも
楽しいかも？
　環境問題から家庭の節約まで、エコ
に関する本そろえました。

　あついあつい夏。でも夜になれば涼しく
なってすごしやすいね。夏の夜は祭りに蛍
に花火と、きらきらにぎやかだよ。いろん
な夜の本、みにきてね。

『１００歳の夢～１５人の人
生、１００年分の言葉～』
日本ドリームプロジェクト／編
いろは出版

「山月記」　中島敦／著
（『山月記・李陵』　中島敦／
著　集英社）

隠岐水産高校　汐碇
香織先生のオススメ

西郷小学校　広兼香苗
先生のオススメ


