
熊谷達也 文藝春秋

蝕罪
群ようこ 角川春樹事務所れんげ荘
レイモンド・チャンドラー 早川書房さよなら、愛しい人

・・・　新 刊 本 紹 介　・・・

書　い　た　人 出　版　社本　の　名　前

伊藤雅雄 三修社
寺脇研 光文社

小学館

元・一ノ矢

不整脈が気になるときに読む本 加藤貴雄 小学館

中国人ご一行様からクレームです
百マス計算でバカになる

Ｗｏｒｄでできる大人のお絵かき 高倉幸江 学習研究社

田中大筰

主婦の友社
小さな暮らしのおそうじ＆お片付けマップ

最初のオトコはたたき台

上田理恵子

詐欺・悪徳商法から身を守る方法

林真理子

ごとうゆき
モテる！オトコの髪型

シコふんじゃおう
白野浩子 経済界なぜうちのチャーハンはパラッとしないのか？

ベースボール・マガジン

日経BP社

べス・ウィルイキンソン 大月出版
写真と図で見る日本の地質 オーム社
働くママに効く心のビタミン

だいじょうぶ？体でアート
地質情報整備・活用機構

スバル舎
ネット副業入門

講談社Ｔｈｅ寝台列車
ネット副業研究会 インフォトップ出版

ソフトバンククリエイティブメール恋愛
内藤誼人 幻冬社レジ待ちの行列、進むのが早いのはどちらか
沖川東横

角川マガジンズ超ビギナーのための１０００円アレンジブック
左巻健男 東京書籍これだけは知っておきたい生きるための科学常識

ビジネススキル向上委員会 ソフトバンククリエイティブ
地団駄は島根で踏め

竹内薫 PHP研究所

わぐりたかし 光文社

理系バカと文系バカ

浜田秀彦 河出書房新社

やさしいおむつはずれ

それ恋愛じゃなくてＤＶです 滝田信之 WAVE出版
天皇皇后ご成婚５０年 岩井克巳 朝日新聞出版

帆足英一 赤ちゃんとママ社

誰かに教えたくなる「社名」の由来

佐藤琢磨 アスペクトポックリ死ぬためのコツ

本間之英 講談社
加藤義松 講談社野菜づくり名人の知恵袋

桜木ピロコ 徳間書店
ビートたけし 祥伝社下世話の作法

平山佐知子 講談社

肉食系女子の恋愛学
鷲田小弥太 海竜社人生は四十代からの勉強で決まる

岩隈久志 潮出版社

デジタル女将修行中
カレン・サリバン ガイアブックス愛犬と一緒にメタボ運動

朱川湊人 角川書店

絆

ステップ

森村誠一 角川書店新・野生の証明

中央公論新社

わくらば追慕抄

さくらももこ 幻冬社ももこの２１世紀日記　Ｎ’０８

加藤広 新潮社空白の桶狭間

畠中恵 文藝春秋こいしり
重松清

東野圭吾 毎日新聞社パラドックス１３
飯嶋和一 小学館

海堂尊 朝日新聞出版極北クレイマー

出星前夜
文藝春秋

山本一力 徳間書店晋平の矢立
堂場瞬一 中央公論新社

紙とネットのハイブリッド仕事術

新入社員ゼッタイ安心マニュアル

ゆうとりあ
都会のトム＆ソーヤ　１～５ はやみねかおる 講談社

・・・ 新 し い 雑 誌 が 入 り ま し た ・・・

バックナンバー（最新号以外）は借りられますのでご利用ください

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

・・・５月の休館日・・・
4（月）　５（火）　６（水）　１１（月）
１７（日）　１８（月）　２５（月）

　☆毎月２５日発売

社会人のためのビジネス誌で
す。企画・提案の立て方か
ら、業界の裏側、気になる
ニュースなどを分かりやすく
解説しています。

　☆偶数月２４日発売

皆様からのリクエストも多
かった大相撲の雑誌が入りま
した。十両になった隠岐の海
関や竹谷君を応援しましょ
う！

　☆毎月２１日発売

家づくりをするひとのための
住宅情報誌です。設計の実例
や間取りを眺めながらリ
フォームを考えてみるのもい
いかもしれませんね。

　☆毎月２６日発売

政治、経済からスポーツ、芸能
まで幅広いテーマを論じている
雑誌。コラムや連載もおすすめ
です。

　☆毎月２４日発売

男性のためのファッション誌
です。服選びに迷ったときに
は参考にしてみてはどうで
しょう？

　☆奇数月１２日発売

猫好きな人のための猫満載の
雑誌です。飼っている人に役
立つ情報はもちろん、猫のか
わいさに癒されたいひとも必
見です。

図書館の中で唯一飲み物を飲むことができる雑誌コーナーは、子ども連れのお母さんや
のんびりくつろぐ人たちでにぎやかです。
雑誌は購入・寄贈あわせて約１００誌あり、内訳も子供向けのものから、男性誌、女性
誌や歴史や旅行の雑誌、生活情報や健康、育児などいろいろなものが揃っています。ま
た、新聞も８紙あり読み比べるのにもいいですよ。待ち合わせまで時間が空いていると
きにも。ぜひ気軽に寄ってみてください。

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！！



★展示コーナー ★特集コーナー

★えほんコーナー

・・・ 図 書 館 職 員 オ ス ス メ の 一 冊 ・・・

・・・ ４ 月 に よ く 読 ま れ た 本 ベ ス ト １０ ・・・

21　年　度

20　年　度
比　　　較

62
▲12

入館者数 貸出人数

404 ▲36 176
5,229 1,524 6,617

・・・ 展 示 コ ー ナ ー ＆ 特 集 コ ー ナ ー ・・・

50

斎藤久三代　ひとりあそび展

・・・ ４ 月 の 利 用 状 況 報 告 ・・・

登録者数

1,488

≪おいしいものだいすき≫

貸出冊数

≪皇室について知ろう≫

5,633 6,793

≪町のアーティスト展≫　第４弾！

１位　うちにきて、ごはん食べようよ　すぐできる料理１１８　　飛田和緒　  講談社
２位　ナイチンゲールの沈黙　　　　　海堂尊　　　　　　　　　　　　　宝島社
３位　男になりタイ！　私の彼氏は元オンナ　　　竹内佐千子　　　　　　メディアファクト
リー
４位　忍びの国　　　　　　　　　　  　和田竜　　　　　　　　　　　　　　 新潮社
５位　告白　　　　　　　　　　　　　  湊かなえ　　　　　　　　　　　　　 双葉社
６位　少女　　　　　　　　　　　　　  湊かなえ　　　　　　　　　　　　　 早川書房
７位　プリンセス・トヨトミ　　　　　  万城目学　　　　　　　　　　　　　 文芸春秋
８位　こんな感じ　　　　　　　　　　  群ようこ　　　　　　　　　　　　　 幻冬舎
９位　ジェネラル・ルージュの伝説　　  海堂尊　　　　　　　　　　　　　　 宝島社
10位　定本納棺夫日記　　　　　　　　　青木新門　　　　　　　　　　　　　 桂書房

　今年は天皇皇后両陛下　ご成婚５０年です。
知っているようでよく知らない皇室のことを、
勉強してみませんか？

　ぐりとぐらのつくるカステラ、からすのぱん
やさんのぱんなど、絵本のなかにはおいしそう
なものがいっぱい。おいしいもの探してみよ
う！

今月は大滝が
紹介します

『猫を抱いて象と泳ぐ』　　小川洋子／著　　　文藝春秋

　主人公の無口な少年は、ある日入りこんだ廃バスの中で「マスター」に出会い
ます。彼に誘われてチェスをはじめた少年は、みるみる強くなり、やがて外の世
界でもチェスをするようになります。そしてその強さと変わったやり方から、
「盤下の詩人リトル・アリョーヒン」と呼ばれることになるのですが･･･。
　甘いものが大好きで信じられないくらい太っている「マスター」、空想の壁の
中の少女とそっくりな「ミイラ」、大柄な総婦長さん･･･みんな少し風変わりで、
でもやさしい人たちと関わりながら、少年はひたすらチェスをします。全体に静
かな空気が流れ、どこか淡々と語られていきます。
　私はもちろんチェスをやったことはなく、これを読むまでルールも知りません
でしたが、独特の雰囲気に惹きこまれて最後まで読んでしまいました。おすすめ
です。

　　　　　　山陰の民話語りの集いがあります
隠岐民話の会、伯耆民話の会、とっとり民話を語る会の方々に
よる、語りの会を開催します。
　それぞれの会の方に２話ずつ民話を語っていただき、酒井董
美先生に民話についてお話いただきます。
　参加料は無料で、どなたでもご自由に参加いただけます。昔
聞いた懐かしい話もあるかもしれませんね。山陰のほかの地域
に伝わる民話と聞き比べてみませんか？

日時：平成21年6月6日（土）14：00～15：30
会場：隠岐の島町図書館　研修室

町のアーティスト展第４弾は、栄町にお住ま
いの斎藤久三代さんの作品です。
スカートにかんなくずを使ったとうもろこし
人形やかわいい動物のぬいぐるみ、織物を
使った服など、多数展示していますので、ぜ
ひご覧下さい。

展示期間：６月７日（日）まで

おはなし会　子どもの日スペ
シャルがありました。
５月３日におはなし会がありました。
今回は子どもの日スペシャルということ
で、みんなで目のぐるぐる動くこいのぼ
りやかぶとを作ったり、こいのぼりの歌
を歌ったりしました。
また子どもの日の由来の話や
絵本の読み聞かせなどもあり、
みんな楽しそうに聞いてくれました。

ブックトークの会

　いろんないろのおはな
し

色をテーマにした本を何冊
か紹介します。どんな色の
お話があるでしょうか？

6月6日（土）14：00～
おはなしのへやでやります
対象は小学1年生から4年生
までです。

　　　 ありがとうございました

4月は4名の方から本の寄贈がありまし
た。たくさん大切な本をいただき、ほん
とうにありがとうございました。

図書館では随時本の寄贈を受け付け
ています。読まなくなった本がありまし
たら、お持ちください。

　　　　　　　　　　       ツツジが満開です
いつもお世話をしてくださっているボランティアさんのおかげで、
今年も図書館前の庭一面につつじがきれいに咲いています。図
書館に来られたらぜひご覧ください。


