
徳間書店

講談社

地の果てから　(上）(下)
風の中の桜香
純恋 新堂冬樹

徳間書店

天女湯おれん　これがはじまり

唯川恵

抱擁、あるいはライスには塩を
成り上がり

若様組参る

江国香織

ラティスの逆鱗

シューマンの指

ウンベルト・エーコ
ロベルト・コトロネーオ

荻原浩

熊谷達也

乃南アサ

三浦しをん

内田康夫
講談社

実業之日本社

講談社

文芸春秋

角川書店

池田書店

講談社

集英社

日本経済新聞出版社

文芸春秋

太田光

中央公論新社

東野圭吾
小学館

文芸春秋山田詠美

新潮社

新潮社

ナチュラルな子育て　だっこ・おっぱい・布おむつ
ファストインテリアでセンスよく暮らす

ベターホーム協会
ＫＡＯＲＵ干し野菜手帳

しょうがLife

美容皮膚科医が教える美肌をつくるスキンケア基本ルール

築地書館
森田博義

青山元男クルマのメンテナンス
重松敏則よみがえれ里山・里地・里海

吉木伸子

朝日新聞出版
ナツメ社

幻冬社知識ゼロからのビジネス心理術 匠英一

地を這う祈り
女ぎらい　ニッポンのミソジニー

日本文芸社

・・・　新 刊 本 紹 介　・・・

書　い　た　人 出　版　社本　の　名　前

秀和システム
中経出版栗田昌裕

はじめてのＷｏｒｄ＆Ｅｘｃｅｌ＆ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ　2010

地図で読む『坂の上の雲』 松平定知・清水靖夫

羽石相
頭がよくなる速読術

海の釣魚・仕掛け大事典 豊田和弘

上野千鶴子

青山幸広

筑紫哲也国家を考える　自我作古

小笠原敬承斎

ニュース英語１分間スピーキング

鋼鉄の叫び
金閣寺の燃やし方 酒井順子

鈴木光司

田畑行康　マシュー・ミラー
笹川勇手袋でつくるてぶぐるみ

砂の王国　(上)（下)

中央公論新社

講談社

諸田玲子

江上剛

今野敏

奥泉光

岩波書店
集英社

沈黙の檻

ぎっちょんちょん 群ようこ 新潮社

祥伝社
神様のカルテ　２ 夏川草介
木暮荘物語

藤田宜永還暦探偵

戦場　トランプ・フォース

畠中恵

辻村深月

稲穂の海
タイニー・ストーリーズ

ツナグ
堂場瞬一

白銀ジャック

新潮社

講談社

ＰＨＰ研究所

ポプラ社白川道冬の童話

パウドリーノ　(上）(下)

マボロシの鳥

ショパン炎のバラード

日本経済新聞出版社

成美堂出版

誠文堂新光社

ＰＨＰ研究所

学研パブリッシング

青春出版社

大和書房

広済堂あかつき株式会社出版事業部

メイツ出版

紀伊国屋書店

・・クリスマス会のおしらせ・・

徳間書店

試合で勝てる！バレーボール最強の戦術 松永敏

<月刊クーヨン>編集部
中村メイコ

クレヨンハウス
人生の終（しま）いじたく

ナツメ社

史上最強図解　これならわかる！統計学

ベターホーム出版局

石井光太

プロの交渉術。どんな場面でも絶対負けない28の最強ノウハウ 長野慶太

涌井良幸・涌井貞美
おしりの健康　大腸がん・肛門の病気のわかりやすい話

光文社
青山式楽ワザ介護入門　Ｑ＆Ａ
誰も教えてくれない男の礼儀作法

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

　図書館は１２月２７日（月）から１月３日（月）
まで休館とさせていただきます。
　休館中の本の返却は図書館入口横のブックポスト
にお願いします。（ＣＤ・ビデオなどは壊れやすい
ため、開館後にカウンターまでお願いします。）
　皆さまにはご迷惑をおかけしますが、ご理解いた
だきますようお願いいたします。

２０１０．１２　　Ｖｏｌ．６７

隠 岐 の 島 町 図 書 館 通 信

１２月の休館日
６(月)　１３(月)　１９(日)　２０(月)
２３(木)　２７(月) ～３１(金)

　図書館でクリスマス会をおこないます。絵本の
読み聞かせやクリスマスの歌、工作などいろいろ
予定しているので、いっしょに楽しみましょ
う！！参加は無料です。

　　日時　１２月２５日（土）１５：００～
　
　　場所　図書館研修室

ここで紹介しているのは11月に入った本の一部で
す。ほかにも入っていますので、ぜひ見にきてく
ださい。読みたい本が図書館にない場合は、リク
エストもできます。

・・年末年始の休館について・・

図書館の中には大きなツ
リーも飾ってるよ。



★展示コーナー ★特集コーナー

★えほんコーナー

5,227

≪ おくりもの ≫

≪ メリークリスマス！！ ≫

13

▲ 275
91,620

1,345 6,340

・・・ 展 示 コ ー ナ ー ＆ 特 集 コ ー ナ ー ・・・

登録者数入館者数 貸出人数 貸出冊数

≪ 静和園 グループ作品展 ≫

・・・ １０月 の 利 用 状 況 報 告 ・・・

・・・ 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

4▲ 1,338
7,678

比　　　較
4,987
240

１位　母（オモニ）　　　　　　　　　 　　  　姜尚中　　　　　　　集英社
２位　容疑者Ｘの献身　　　　　　　　　　　  　東野圭吾　　　　　　文芸春秋

 ２位　１Ｑ８４　ＢＯＯＫ１　　　　　　 　　 　村上春樹　　　　　　新潮社
２位　夜行観覧車　　　　　　　　　　　 　　　 湊かなえ　　　　　　双葉社
２位　引かれ者でござい　　　　　　　　　　　  志水辰夫　　　　　　新潮社
２位　生き方の演習　若者たちへ　　　　　　　  塩野七生　　　　　　朝日新聞社
２位　よくわかる強迫性障害　　　　　　 　　　 有園正俊　　　　　　主婦の友社
２位　御師弥五郎　お伊勢参り道中記　　　　　  西條奈加　　　　　　祥伝社
９位　人生の終いじたく　　　　　　　　  　　  中村メイコ　　　　　青春出版社
９位　日本・中国・韓国の歴史と問題点８０　　　竹内睦泰　　　　    ブックマン社

　もうすぐクリスマス。サンタク
ロースにツリーの飾り付けにプレ
ゼント･･･楽しみですね！絵本で
もクリスマス探してみてね。

　12月はクリスマスやお歳暮など、人に贈り物
をする機会が多いですよね。
　ラッピングに凝ったり、手づくりカードを添
えたり･･･大切な人に贈りたい、プレゼント・贈
り物に関する本を紹介します。

　だんだんと肌寒くなってきたこんな時期は、家の中でのんびり過ごしたいもので
すね。そこで、本を読むのはもちろん、映画を観るなんてのもいいかもしれませ
ん。
　今回オススメするのは、ダウンタウンの松っちゃんこと、松本人志さんによる映
画評論集です。映画７０作品を１０点満点で評価、コメントしています。
　読んでいておもしろいのは、彼の厳しい感想と、するどい着眼点です。そんな見
方もあるのか、という発見があり、知っている映画でもまた見返してみようと思わ
せられます。
　ただ、辛口というか、毒舌というか…とにかく怖いくらい正直な感想が書かれて
いるので、あくまで、個人の感想ということを踏まえて読んでください。
　どちらかというと映画を読んだ後にこの本を読むことをオススメしたいのです
が、映画選びの参考としても、もちろん使えます。
　また、第２弾となる、『シネマ坊主２』もあるので、そちらもぜひ手にとってみ
てください。

『 シネマ坊主』　松本人志 著　　／　日経BP出版センター

　静和園の書道クラブ・陶芸クラブ・折り紙クラ
ブのみなさんによる合同作品展をおこないます。
すてきな作品がたくさん展示されていますので、
ぜひご覧になってください。

　期間：１２月７日（火）～１月２３日（日）
※１月初めに展示作品の入れ替えを行います
　場所：図書館 展示コーナー

今月は吉崎が
紹介します

11月28日に「えすみせんせいとのおたの
しみ会」がありました。
　絵本の読み聞かせやエプロンシアター
（エプロンをつかった人形劇）があり、
お話に合わせてエプロンのポケットから
出し入れされる人形にみんな目を奪われ
ていました。そのほか、昔話絵本につい
てのお話など、子どもも大人も楽しい時
間となりました。

　もう年賀状の準備はおすみですか？
　最近は年賀状をやめたという人も多いようです
が、日頃会えない人に、年に一度あらたまって挨
拶をするのもいいものですよね。
　さて、みなさんは年賀状をどうやって作ってい
るでしょうか？パソコンはもちろん、絵を描いた
り、はんこを使ったり、墨一色というのもかっこ
いいかも。
　年賀状づくりに参考になる本を紹介します。

・・年に一度のごあいさつ・・

○パソコンで
　『デジタル写真で超楽しい！ゼロからはじめる！年賀状』日本放送出版協会
　『写真派のためのパソコンがよく分かる本』日本カメラ社
　『パソコンでつくる年賀状』日本放送出版協会
　『年賀状データ集 Ｐａｃｋ６８００』ナツメ社

　　　　　　　　　　○はんこ・版画を使って
　　　　　　　　　　　『かんたん手づくりスポンジはんこ』主婦の友社
　　　　　　　　　　　『お芋で年賀状』二玄社
　　　　　　　　　　　『晴れときどきはんこ　雑貨的消しゴムはんこを楽しむ本』主婦と生活社

○自分で絵を描く
　『アイデア絵手紙１２ケ月』日貿出版社
　『ユーモア絵手紙年賀状』可成屋
　
　　　　　ほかにもいろいろな本があるので、ぜひご利用ください！

　・・蔵書点検ボランティア募集・・
　２月中旬に約一週間、図書館を休館し、蔵書点
検をおこないます。
　その際に手伝ってくださるボランティアの方を
募集しています。詳しくは次号の読まんかね・広
報等でお知らせします。

・・えすみせんせいとのおたのしみ会がありました・・


