
　夏休みがもうすぐ始まりますね。何をしようか、どこに行こうか、楽しい計画は立てましたか？たくさん遊べ
るといいね。みんなが楽しい夏休みになるように、図書館も応援しています！

成美堂出版編集部 成美堂出版
「成功本」を何冊読んでも成功しない３つの理由 高橋聡典 講談社

かわいい壁と窓の飾りかた

世襲議員のからくり 上杉隆 文芸春秋

長坂斉 ランダムハウス噛んで治す

ａｈｏｊ 池田書店

長寿の法則 磯博康 角川書店

明日香出版社

早川書房ロバート・Ｂ・パーカー灰色の嵐

絶望ノート 歌野晶午 幻冬舎

かあちゃん 重松清 講談社
夜来香海峡

・・・　新 刊 本 紹 介　・・・

書　い　た　人 出　版　社本　の　名　前
図解わかる会社をやめるときの手続きのすべて 中尾幸村 新星出版

すぐにできるウィンドウズＶｉｓｔａ快速＆快適技 学研
ある日突然、失業したら、どうする・どうなる会社の 日向咲嗣

やさしく過ごすゆかた時間

戦国武将のゴシップ記事 鈴木真哉 ＰＨＰ研究所

世界のビーチ＆リゾート　２０１０ ダイヤモンド・ビッグ
お金がもらえるハンドブック　２０１０年版 ＰＨＰ研究所 ＰＨＰ研究所
独居力 柏崎ふさお ＰＨＰ研究所
更年期からシルバーエイジの健康法 荘淑キ ブティック社
ニホンミツバチが日本の農業を救う　 久志富士男 高文研
半分売れ残るケーキ屋がなぜ儲かるのか 柴山政行 幻冬舎

野瀬大樹 クロスメディア２０代、お金と仕事について今こそ真剣に考えないとヤバイですよ！

北方謙三 角川書店されど時は過ぎ行く
ＩＮ 桐野夏生 集英社
武士猿 今野敏 集英社
１Ｑ８４ 村上春樹 新潮社
トロムソコラージュ 谷川俊太郎 新潮社
誘惑 北原亜以子 新潮社
煉獄の使徒　上・下 馳星周 新潮社

ラストサマー　さよならの季節に アン・ブラッシェアーズ ヴィレッジブックス

船戸与一 講談社
悪魔の調べ　上・下 ケイト・モス ソフトバンククリエイティブ

朝のこどもの玩具箱 あさのあつこ 文芸春秋
たどりそこねた芭蕉の足跡 佐藤雅美 文芸春秋
贖罪 湊かなえ 東京創元社
灰の旋律 堂場瞬一 ＰＨＰ研究所

百と八つの流れ星　上・下 丸山健二 岩波書店
骸骨ビルの庭　上・下 宮本輝 講談社
世紀の発見 磯崎憲一郎 河出書房新社
ロンバルディア遠景 諏訪哲史 講談社
六月の夜と昼のあわいに 恩田陸 朝日新聞出版
棟居刑事の恋人たちの聖地 森村誠一 双葉社
許されざる者　上・下 辻原登 毎日新聞社

ホームレス大学生　 田村研一 ワニブックス
放火 久間十義 角川書店

ゆびさきの宇宙　福島智・盲ろうを生きて 生井久美子 岩波書店
生きる勇気、死ぬ元気 五木寛之・帯津良一 平凡社
ゆるゆると。　松江で生きる すやまひろこ ワン・ライン
魔法の館にやとわれて ダイアナ・ウィン・ジョーンズ 徳間書店
きみが選んだ死刑のスイッチ 森達也 理論社

偕成社
１２の怖い昔話 スーザン・プライス 長崎出版
ヘチマ観察ブック 小田英知

　ふだん気になってる本で、「長い」と
か「難しいかも」と思って読まずにいる
ものない？せっかくの長い夏休みだか
ら、そんな本にチャレンジしてみるのも
いいかもしれないね。
　夏休みどこかへ行く予定がない子も、
本の中にはわくわくどきどきする冒険が
いっぱい。いっしょに冒険してみよう！
　
　それ以外にも、カブトムシやクワガタ
なんかを捕まえたり育てたりするときの
本もあるよ。捕まえたけど育て方が分か
らない･･･なんてときは調べにきてね。
　

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

・・・７月の休館日・・・
６日(月)　１３日(月)　１９日(日)
２０日(月)　２１日(火)　２７日(月)

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！！
他に読みたい本があるときはリクエストで
取り寄せることもできます。

Ｊｕｌｙ．２００９　Ｖｏｌ．５０

読 ま ん か ね

隠 岐 の 島 町 図 書 館 通
信

　工作や自由研究に何をするか
決まってる？
　こまった時は図書館に来てみ
てね。紙粘土やわりばしでつく
る工作の本や、自由研究のヒン
トがのっている本が、いろいろ
あるので、きっと役に立つよ。
　もちろん感想文を書けるよう
なおもしろい本もたくさんある
ので探してみてね。

宿題に･･･長～い休みだから･･･

　勉強をしたいとき、図書館
の研修室が使えます。静かで
涼しいところで集中したい時
などにぜひどうぞ。
　子どもから大人まで誰でも
利用できますので、カウン
ターで申し込んでください。

研修室について



★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 ・・・

・・・ ６月 に よ く 読 ま れ た 本 ベ ス ト １０ ・・・

21　年　度
20　年　度

48 ▲155 ▲374

8,324

貸出冊数

・・・ ６月 の 利 用 状 況 報 告 ・・・

比　　　較

7,9505,869 1,643
5,821 1,798 64

▲39

貸出人数
25

・・・ 展 示 コ ー ナ ー ＆ 特 集 コ ー ナ ー ・・・

≪町のアーティスト展≫　第６弾！ ≪スポーツを楽しもう！≫

≪うみへいこう！≫

高橋恭子　日本画展

入館者数 登録者数

  あつい夏にはやっぱり海！ざぶんととびこ
んでおよいだら気持ちよさそう。海のなかの
いきものの本もたくさんあるよ。

１位　砂冥宮　　　　　　　　　　　　　　　内田康夫　　　　　　　実業之日本社
２位　海辺のカフカ(上・下)　　　　　　　　村上春樹　　　　　　　新潮社
２位　人生は四十代からの勉強で決まる　　　鷲田小弥太　　　　　　海竜社
３位　おきの民話　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西郷町保育研究会
３位　貴賓室の怪人　「飛鳥」編　　　　　　内田康夫　　　　　　　角川書店
３位　ぜ～んぶホットケーキミックスのおやつ　　　　　　　　　　　学研
３位　夢の力　エムナマエの華麗度スコープ万華鏡　　エムナマエ　　愛育社
３位　隠岐の花　　　　　　　　　　　　　　野津大　　　　　五箇村ふるさとづくり実行委員会
３位　赤い指　　　　　　　　　　　　　　　東野圭吾　　　　　　　講談社
３位　羊の目　　　　　　　　　　　　　　　伊集院静　　　　　　　文芸春秋

スポーツをして夏を元気に乗り切ろう！
運動が苦手という人も、本の世界でスポーツ
を楽しんでみてください！　町のアーティスト展第６弾は、中町にお住ま

いの高橋恭子(たかこ)さんの作品です。
　県展に入選された作品を含め、素敵な絵を多
数展示いたしますので、ぜひごらんください。

展示期間：７月２２日（水）
　　　　　　　～８月３０日（日）まで

『OKIまるごとミュージアム』　　島根県・風待ち海道倶楽部　発行

　夏本番がやってきました！海に行こう、山に行こうと、もう計画は立てまし
たか？隠岐は素晴らしい環境に恵まれ、どこへ行っても豊かな自然を感じるこ
とができる所だと思います。
　しかし、同時に、隠岐には危険な動植物も多くいます。山登りに行って、も
しマムシに遭遇したらどうしたら良いでしょう？この本では、マムシ・スズメ
バチなど知られているものから、ゴンズイ・アイゴというあまり聞き慣れない
魚まで、危険な生物を写真で紹介し、さらに、遭遇したらどのように対処した
ら良いか、まで書かれていますのでとても役立ちます。
　また、隠岐の自然や歴史などの解説がたくさん載っていますので、隠岐につ
いて何か調べたい時には、開いてみると良いかもしれません。

今月は曽田が
紹介します

・・たなばたまつりがありました・・

・・山陰の民話 語りの集いがありました・・

休館日にご注意ください

　７月４日に図書館研修室で、たなばたまつりがあ
りました。おとなと子どもで約５５名の参加があ
り、みんなでたなばたの歌をうたったり、絵本や紙
芝居の読み聞かせをきいたり、折り紙で星の飾りを
作ったりと、楽しみました。
　さいごに、それぞれねがいごとをかいた短冊と自
分でつくった飾りを笹につけ、その笹をきりとる
と、みんな喜んで持ってかえりました。
　みんなのねがいごとがかないますように。

　７月１９日（日）、２０日（月）、２１日
（火）の三日間は、第３日曜と海の日のため
図書館は休館いたします。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。
　また、休館中に本を返すときは、入り口横
の返却ポストにお入れください。

　６月６日に山陰の民話語りの集いがあり、
約６０名もの方が聴きに来られました。
　隠岐民話の会と鳥取県の民話の会あわせて
４つの団体の方が、それぞれの地方に伝わる
民話をあたたかみのある方言で語り、こっけ
いな話のときには会場でも笑いがおきていま
した。
　昔から語り伝えられてきたこのような民話
を、自分たちの方言で子や孫に残していけた
らいいですよね。

　　・・ブックトークの会・・
　テーマは…
　　　　「たのしい夏休み」
　夏休みのおもしろい本をいろいろ
紹介するので聞きに来てね！
　
　８月1日（土）お昼２時から
　対象は小学1年生から４年生まで


