
素数たちの孤独 パオロ・ジョルダーノ 早川書房
太陽を曳く馬　上・下 高村薫
おさがしの本は 門井慶喜 光文社

新潮社

終の住処 磯崎憲一郎 新潮社
八つ花ごよみ 山本一力 新潮社

刺客長屋 森村誠一 祥伝社
親友はいますか 渡辺淳一 新潮社

廃墟に乞う 佐々木譲 文芸春秋

刻まれない明日 三崎亜記 祥伝社
ドント・ストップ・ザ・ダンス 柴田よしき 実業之日本社

星間商事株式会社社史編集室 三浦しをん 筑摩書房
同期 今野敏 講談社

最も遠い銀河　上・下 白川道 幻冬舎
薄暮 篠田節子 日本経済新聞出版

宵山万華鏡 森見登美彦 集英社
学問 山田詠美 新潮社

植物図鑑 有川浩 角川書店
ジパング島発見記 山本兼一 集英社

柏書房

講談社
元禄秘曲 文芸春秋高橋義夫
祖国なき忠誠

自殺プロデュース 山田悠介 幻冬舎

幻戯書房水曜日の神さま 角田光代

島旅宣言 安田亘宏 教育評論社

寂しい写楽 宇江佐真理 小学館

図解２０年後の日本 ニッセイ基礎研究所 日本経済新聞出版

ダ・ヴィンチ全作品・全解剖。

エコカー激突！ 館内端 ブティック社
脱サラ就農は「事前準備」で９割成功する 大森森介 ぱる出版

金正日の後継者

就活成功のためのリスクマネジメント 竹下享志 青月社
アラマタ人物伝 荒俣宏 講談社

一分間健康診断 石川恭三 グラフ社
誰でもすぐにつくれる！売れる「手書きＰＯＰ」のルール 今野良香 同文館出版

講談社
金持ち相続貧乏相続 ２１世紀セカンドライフ研究会 ゴマブックス

新しいＤＶＤ＆ＣＤが入りました！

「家計崩壊」させないために知っておきたいお金の話 荻原博子 ＰＨＰ研究所
日本人の知らない日本語 蛇蔵 メディアファクトリー

フルマラソンで４時間を切る！

史上最ラクフリージング大革命 村田裕子

「婚活」の会話にはツボがある！

脳トレ神話にだまされるな 高田明和 角川書店

農家が教える加工・保存・貯蔵の知恵 農文協 農山漁村文化協会

致死出版社

ゴーマニズム宣言ＳＵＰＥＣＩＡＬ天皇論

主婦の友社

・・・　新 刊 本 紹 介　・・・
書　い　た　人 出　版　社本　の　名　前

布おむつで育ててみよう アズマカナコ 文芸社

阪急コミュニケーションズ

道絶えずば、また

図書館のプロが伝える調査のツボ

ナツメ社
小林よしのり 小学館

世界の天使と悪魔 藤巻一保

死ぬときに後悔すること２５ 大津秀一

朝日新聞出版

集英社松井今朝子

有森裕子 マガジンハウス

翔田寛

高田高史
池上英洋

重村智計 ベストセラーズ

主婦の友社

「分とく山」野崎洋光が教える和風肉料理

トイレトレーニング大成功１００のコツ

世界文化社

青春出版社

畠清彦

野崎洋光

がんを薬で治す

大橋清朗

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

・・・８月の休館日・・・
３日(月)　１０日(月)　１６日(日)
１７日(月)　２４日(月)　３１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！！
読みたい本が貸出中のときは、予約してく
ださいね。

Ａｕｇ．２００９　Ｖｏｌ．５１

読 ま ん か ね

隠 岐 の 島 町 図 書 館 通 信

　『世界名作劇場　フランダースの犬　完結版』　バンダイビジュアル発行
　１９７５年一年間にわたってテレビで放映された名作の編集版です。心やさしいネロ
は、おじいさん愛犬のパトラッシュ、幼なじみのアロアたちにかこまれ、貧しいながら
も幸せに暮らしているのですが…。
世代を越えて愛される名作です。ぜひ家族そろってご覧ください。

　　『北極のナヌー』　コムストック・グループ発行
　ユーラシア大陸と北アメリカ大陸をつなぐ海に浮かぶ氷の世界、北極。
氷が解けて狩り場を失うという苛酷な環境の中で生まれた小さな白くまの
ナヌーは、母ぐまと別れてひとりで人生の旅に…。懸命に生きていくナ
ヌーの姿を描いたドキュメンタリードラマです。

『離島に行こう　～日本の島の原風景・歴史・文化を辿る』
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NHKエンタープライズ発行
　北は北海道から南は沖縄まで、日本の海に点在するたくさんの離島を、その文化や歴史
を織り交ぜて紹介しています。美しい映像とゆったりした音楽が流れ、落ち着いた気分に
なれます。
　隠岐でも西ノ島の通天橋やシャーラ船などがとりあげられています。

　７月に新しいＤＶＤ３点と、ＣＤ２点が入りました。どれも素敵なものばかりなのでぜひ見て＆聞いて
みてくださいね。ＣＤ・ビデオ・ＤＶＤは、一人３点まで一週間借りられます。

『Ａｒｏｕｎｄ　４０　～アラ
フォー～』
　プリンセスプリンセス「Ｍ」、渡
辺美里「My　Revolution」、ＲＢＥ
ＣＣＡ「フレンズ」、佐野元春
「SOMEDAY」など懐かしい曲がたくさ
ん入ってます！

『スタジオジブリの歌』
　ジブリアニメの歌を集めたＣＤで
す。ナウシカやラピュタ、トトロなど
懐かしいものから、紅の豚や崖の上の
ポニョまで、２枚組で２６曲も入った
豪華版です。大人から子どもまでどな
たでも楽しめる一枚です。



★展示コーナー ★特集コーナー

★えほんコーナー

45

・・・ 展 示 コ ー ナ ー ＆ 特 集 コ ー ナ ー ・・・

≪町のアーティスト展≫　第６弾！ ≪みんなの政治≫

≪ぼうけん≫

高橋恭子　日本画展

入館者数 登録者数

・・・ ７月 の 利 用 状 況 報 告 ・・・

比　　　較

8,4117,214 1,909
7,419 1,870 50

5

貸出人数

・・・ 図 書 館 職 員 オ ス ス メ の 一 冊 ・・・

・・・ ７月 に よ く 読 ま れ た 本  ベスト１０・・・

21　年　度
20　年　度

▲205 39 387

8,024

貸出冊数

・・村上道正氏　絵画展・・

・・ハンセン病を知るための講演会がありました・・

　なつやすみも半分すぎたけど、みんなたくさん楽し
んでるかな？なかなか遠くにお出かけできなくてたい
くつな子は、えほんの中へぼうけんにでかけよう！

１位　死ぬ時に後悔すること２５　　　　   　大津秀一　　　　　　　 　　致死出版社
２位　容疑者Ⅹの献身　　　　　　　　　　　　東野圭吾　　　　　　　　　　文芸春秋
２位　おはぐろとんぼ　　　　　　　　　　　　宇江佐真理　　　　　　　　　実業之日本社
２位　それ、恋愛じゃなくてＤＶです　　　　　滝田信之　　　　　　　　　　ＷＡＶＥ出版
２位　１Ｑ８４　　ＢＯＯＫ１　　　　　　　　村上春樹　　　　　　　　　　新潮社
２位　運命の人　４　　　　　　　　　　　　　山崎豊子　　　　　　　　　　文芸春秋
２位　水曜日の神様　　　　　　　　　　　　　角田光代　　　　　　　　　　幻戯書房
２位　ゴーマニズム宣言　ＳＰＥＣＩＡＬ天皇論　　小林よしのり　　　　　　小学館
９位　楽しく手作り！メモリアルフォト　　　　　　　　　　　　　　　　　　ブティック社
９位　人間失格　　　　　　　　　　　　　　　太宰治　　　　　　　　　　　集英社

　今月31日は第45回衆議院議員選挙です。 ニュース
では政治に関することが毎日流れていますがよくわか
らないことも多いはず。
　政治に関する理解を深めて選挙に行きましょう。

　今、町のアーティスト展第６弾として、中町に
お住まいの高橋恭子(たかこ)さんの作品を展示し
ています。
　県展に入選された作品を含め
素敵な絵が多数ありますので、
ぜひごらんください。
展示期間
　　８月３０日（日）まで

　９月にはかっぱ公園完成１０周年記念として
かっぱ展を行います。お楽しみに！

『１歳から１００歳の夢』　日本ドリームプロジェクト編　いろは出版発行

　8月になりました。夏真っ盛り！と言いたいところですが、なかなか明けない梅雨に、レジャー
の計画が実行できずにいる方もいらっしゃると思います。みなさん、涼しい夏をいかがお過ごし
でしょうか？
　夏といえば、海に山、花火や夏まつりといった、楽しい計画が頭をよぎりますね。その一方
で、試験や検定など夢の実現のために学業に励んでいる方も多いと思います。
　「夢」と聞くと、学生が描くものといった印象がありますが、社会人になっても、家庭を持っ
ても、おじいちゃん、おばあちゃんになっても、いくつになっても、夢は描き続けていたいもの
です。この『1歳から１００歳の夢』という本は、タイトル通りそれぞれの年齢を代表する人の夢
が１００人分描かれています。
　夢に向かって頑張っている人も、そうでない人も、夢を持つ人々の力に元気をもらえる一冊で
す。
 

　７月１２日にハンセン病を知るた
めの講演会として、上田政子さんに
お話をしていただきました。
　上田さんは隠岐の知夫村のご出身
で昔の思い出話などとともに、ハン
セン病国立療養所「長島愛生園」でk
看護師をされていたときの経験か
ら、当時の患者さんの思いなどを真
摯に語ってくださいました。ハンセ
ン病は今は治療することができ恐れ
ることはない病気ですが、強制収容
やいわれのない差別があったことは
忘れてはならないことだと思いま
す。
　パネルでの写真や、ハンセン病に
関わる本の紹介などもあり、参加者
の方々も上田さんの話に聞き入って
いました。

ありがとうございます！！

　７月は田中明美様、濱田ちはる様ほ
か５名の方に本を寄贈していただきま
した。
　頂いた本は図書館の蔵書とするほ
か、公民館・病院などに持っていった
り、11月の文化祭のときの古本市など
でもつかわせていただく予定です。
　ほんとうにありがとうございまし
た。

　上田さんは今年の４月に著
書『生かされる日々－らいを
病む人々と共に』（皓星社
刊）を出版されました。
　長島愛生園に入園し何十年
も過ごされてきた患者さんの
お話や、精神病棟での困った
人たちやおかしな面々の生活
ぶりなど、紹介されていま
す。
　図書館にもありますので、
ぜひ読んでみてください！

　9月に図書館で、村上道正氏の絵画展をおこないます。油絵・デッサン画な
ど多数展示いたしますので、どうぞ足をお運び下さい。

   期間：9月5日(土)　１０：００～１８：００
　　　9月6日(日)　１０：００～１６：００
   場所：図書館研修室

今月は研修で来られた五箇小の渡邉先生のオススメです！

先生方、研修中です。

　７月後半から学校が夏休みになり、学校の先生方も
休みを利用して図書館に研修に来られています。
　今年は小学校の先生３名、高校の先生２名と、特に
たくさんの方に来ていただき、図書館でもお手伝いし
てもらうだけでなく、普段聞けない学校の先生の意見
を聞くことができ、とても勉強になっています。これ
を機会に学校と図書館がより協力していければと思い
ます。
　子どもたちもいつも学校にいる先生を図書館で見か
けて「なんでいるの～？」と驚いているようです。

　また、中学生の職場体
験もたくさん来てもらっ
ています。みんな一生懸
命がんばって仕事をして
います！


