
新潮社

角川書店
小池真理子

筑摩書房
佐々木譲

幻冬舎

宝島社

・・寄贈ありがとうございました・・

中央公論新社

新潮社

毎日コミュニーションズ

ゼロ円ビジネスの罠 門倉貴史 光文社

毎日新聞社

講談社

暗殺者の森
橘花抄

村上竜

逢坂剛 講談社
文芸春秋

灰色の虹 貫井徳郎 新潮社

歌うクジラ　(上)(下)
葉室麟

ほかげ橋夕景 山本一力

生き方の演習　若者たちへ

松井今朝子

山田悠介

角川書店エウスカディ　(上)(下)

朝日出版社

新潮社

村山由佳

伊坂幸太郎

塩野七生

秋庭俊

山陰中央新報社

洋泉社

河出書房新社

セイン　カミュ

谷本道哉　石井直方

名古屋光彦

東京書店

三省堂

小学館

講談社
池田書店
講談社

美しいメリハリボディになる

試合で大活躍できる！軟式野球上達のコツ５０
空から見る山陰の海釣り
相撲よ！

座布団一枚！　桂歌丸のわが落語人生

ザ・イクメン

集英社

ニュートンプレス
大和出版

毎日使いの犬の手編みウェア＆小もの
主婦の友社

講談社
江部康二　伊藤きのと 東洋経済新報社
吉田三和子

俵森朋子

ダイヤモンド社
メディアファクトリー

日刊工業新聞社

ドラッカーのリーダー思考 小林董
事を成す　孫正義の新３０年ビジョン

モレスキン「伝説のノート」活用術

文芸社

エクスナレッジ
井上篤夫

モチーフつなぎ５０　決定版
写真と地図で読む！帝都東京地下の謎

帚木蓬生

・・・　新 刊 本 紹 介　・・・

書　い　た　人 出　版　社本　の　名　前

堀正岳　中牟田洋子
一日が見えて楽になる！時間整理術！

やめられない　ギャンブル地獄からの生還

「片付けられない！」「間に合わない！」がなくなる本

池田暁子
駐在員のインド漫録

久保田浪之介もしも月が２つあったなら
藤本真弓　五十嵐裕二介護サービスはこうして選びなさい

井上清美

もしドラえもんの「ひみつ道具」が実現したら

ブラックホールと超新星

朝日新聞社
阪神コミュニケーションズ

青春出版社
藤野英人

実業之日本社

私は無実です　検察と闘った厚労省官僚村木厚子の４４５日 今西憲之　週刊朝日取材班

Ｄｏｚｅ　Ｌｉｆｅ　Ｆｏｏｄおいしいデコスイーツ
すごい時短テクニック

デイサービスで人気の介護食８３
うちの母は糖尿人

司馬理英子

絶対読めない漢字 向笠修司
アタマひらめき！なぞかけＱ

シリコンステーマ―でつくるたっぷり野菜のヘルシーレシピ 大瀬由生子

桂歌丸

・・　えすみせんせいとのおたのしみ会　・・

メイツ出版

谷川俊太郎　田原
幻冬舎コミックス

角川書店白鵬翔
三遊亭楽生　ほか 新星出版社

私の胸は小さすぎる 角川学芸出版

海堂尊
梨木香歩

カウントダウン

馳星周

アリアドネの弾丸

優しいおとな 桐野夏生

渡辺淳一

ピスタチオ

角川書店

往復書簡

幻冬舎アダルト・エデュケーション

湊かなえ

キリン
マリアビートル

西南の嵐
Ｋｉｓｓ　接吻

通りゃんせ 角川書店宇江佐真理
孤舟
妻の超然 絲山秋子

集英社
新潮社

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

　紹介しているのは１０月に入った新刊本の一部
です。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。読みたい本がない
ときはリクエストもできます。

２０１０．１１　　Ｖｏｌ．６６

隠 岐 の 島 町 図 書 館 通 信

１１月の休館日
１(月)　３(水)　８(月)　１５(月)
２１(日) ２２(月) ２３(火) ２９(月)

　島根県立図書館読書普及指導員の江
角宏子先生をお迎えして、子ども向け
におはなし会が行われます。
　絵本の読み聞かせや手遊び、エプロ
ンシアターなどお楽しみがたくさん！
ぜひお気軽にお越しください。
　

日時　１１月２８日（日）１１:００～　（４０分くらい）

場所　隠岐の島町図書館　研修室

　８・９・１０月には、真野さくら様、永海聖子
様、木田真琴様、近藤祉秋様、古山宏明様、前田
美登様、森田由穂様、野津忠宏様、吉田マスミ
様、田中明美様、ほか１９名もの方々に本を寄贈
していただきました。図書館や他の公共施設など
で活用させていただきます。
　皆様、本当にありがとうございました。

いきいきまつり



★展示コーナー ★特集コーナー

★えほんコーナー

・・・ 今 月 の オ ス ス メ の 一 冊 ・・・

・・・ １０月 に よ く 読 ま れ た 本  ベスト１０・・・

22　年　度
21　年　度

7604
7,483

比　　　較

8,0875,998
登録者数入館者数 貸出人数

≪ パッチワークキルト作品展 ≫

・・・ １０月 の 利 用 状 況 報 告 ・・・

貸出冊数

≪ 詩人 まど・みちおさん ≫

5,255
743

27

91
201,562

1,653

≪ ねこ・いぬ ≫

・・・ 展 示 コ ー ナ ー ＆ 特 集 コ ー ナ ー ・・・・・図書館まつりがおこなわれました・・

１位　ｈａｒｕ＿ｍｉ　Ｖｏｌ．１６　　　　栗原はるみ　　　　　扶桑社
２位　１Ｑ８４　ＢＯＯＫ１　　　　　　　　　村上春樹　　　　　　新潮社
２位　もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岩崎夏海　　　　　　ダイヤモンド社
２位　あんじゅう　　　　　　　　　　　　　　宮部みゆき　　　　　中央公論新社
２位　ブルー・ゴールド　　　　　　　　　　　真保裕一　　　　　　朝日新聞出版
２位　５０円１００円で作れる！簡単おやつ決定版５８４品　　　　　学研パブリッシング
７位　恋指南　　　　　　　　　　　　　　　　藤原緋沙子　　　　　双葉社
７位　なくしたものたちの国　　　　　　　　　角田光代　　　　　　ホーム社
７位　父子雲　　　　　　　　　　　　　　　　藤原緋沙子　　　　　双葉社

 ７位　妻の超然　　　　　　　　　　　　　　　絲山秋子　　　　　  新潮社

　絵本にはたくさんの動物がでて
きます。その中でも私たちのいち
ばん身近にいる、いぬやねこが主
人公の本を集めてみました。

　詩人のまど・みちおさんの特集です。童謡の
「ぞうさん」の詞など、ご存知の方も多いは
ず。１００歳を迎えてなお創作を続け、味わい
深い作品を作り続けています。おおらかでユー
モラスな詩の世界を楽しんでください。

　もし、自分が病気で余命少ないと宣告されたらどうするだろう。
この本は、末期ガンで余命宣告を受けながらも、「いのちの授業」を
し続けたある校長先生の生き方を綴ったノンフィクション。その先生
は、最期まで自分の体や体験を教材にして、子ども達に命の大切さを
伝え続けたそうだ。そして、先生は、本の中で死への恐怖が３つある
んだと吐露している。そのうち２つは、なんとか耐えて克服すること
ができたが、１つはどうしても耐えられないという…。
　メメント・モリ（＝死を想え）という言葉が思い出され、涙と一緒
に勇気も出てくる１冊だ。

『 いのちのリレー 』　　川久保美紀　著　　ポプラ社

　 　　　　－想いをのせて－
　サークル「ワイワイパッチワーク」の皆さんに
よるパッチワークキルト作品を展示しています。
心をこめて作られたステキな作品の数々を、ぜひ
ご覧になってください。
　期間：１１月３０日（火）まで
　　※１１月１４日に一部作品を入れ替えます
　
　場所：図書館展示コーナー

今月は住田が
紹介します

　１１月６・７日に図書館まつりを行いまし
た。講演会や古本市、パッチワーク作品の展
示を見に来られる方などで、2日間で1,000人
以上の入館者となりました。なかには初めて
図書館に来られたという方もおられて、にぎ
やかな２日間となりました。

　7日に開催された絵本作家・野坂勇作氏による
講演会「絵本づくりは駅伝だ」には22名の方が参
加され、野坂氏の絵本作りの話などを伺いまし
た。気さくな先生で冗談がぽんぽん飛び出す楽し
い会でした。
　絵本作りを駅伝にたとえ、一冊の絵本が取材や
校正を何度も繰り返して作られること、そうして
多くの人の手を渡ってできた絵本を、ゴールであ
る子どもの心へ届ける最後の走者が、大人による
読み聞かせなのだというお話を伺いました。改め
て読み聞かせの大切さを感じた時間でした。

参加者の感想より
・距離は短いけれど父母も駅伝を走っている一員
(アンカー)であるという言葉が印象に残った。
・とてもユーモアのある語りで講演もこなせる素
敵な作家さんだと思いました。最後、小田和正が
降臨したかのような歌声披露ありがとうございま
した。
・五感・六感を共有する大切さ、日々の生活の中
で意識する事の大切さ、表情豊かに生活するよ
う、一日一日をより善く生きようと、心がけてい
きたいと思います。

　子育て講演会 「１人１人の○○を大切に
した子育て・子育ち」が10月30日にありまし
た。
 　島根大学教授の原広治氏による講演で、
子ども自身の「育つ力」の重視、子育てとは
同時に親も育つ「親育ち」でもあること、大
切にされている・しているという実感のある
子育ち・親育ちの大切さなど、子育てについ
て考えさせられる講演でした。

・・子育て講演会がありました・・

　毎年恒例の古本市。年を重ねるに
つれ浸透してきたのか、例年よりた
くさんの方が来られていたようでし
た。ボランティアさんにお世話にな
り盛況のうちに終わることができま
した。
　売上は総額30,772円となりまし
た。図書館資料の充実のため使わせ
ていただきたいと思います。ありが
とうございました。


