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決定版自分でできる！レンガワーク

１３日間で「名文」を書けるようになる方法

自分をもっと評価させる！技術 内藤誼人
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辰巳出版

苫米地英人

サンマーク出版
坂上俊保

現代中毒研究所

ＰＨＰ研究所

学研

青春出版社

小学館

桐書房

図書館でくつろぎのひとときを…

鳩山由紀夫と鳩山家四代 森省歩 中央公論新社
テレビは見てはいけない

築地書館吉田太郎

ぼくが葬儀屋さんになった理由 富安徳久 講談社

朝日新聞出版
永遠に美しく更年期マジック 斉藤美恵子 ＷＡＶＥ出版
「子供のために」を疑う 二神能基

お金見直しバイブル たけやきみこ かんき出版

「没落先進国」キューバを日本が手本にしたいわけ
たくきよしみつ ベストセラーズテレビが言えない地デジの正体

イラストで学ぶ京都の文化財 淡交社編集局 淡交社
ママが守る！家庭の新型インフルエンザ対策 高木香織 講談社

文芸春秋

地図読み人になろう 山岡光治 日貿出版社
三人暮らし 群ようこ 角川書店

渇水都市

中央公論新社

赤川次郎

中央公論新社

覇天の歌
幻冬舎
講談社

江上剛
岩井三四二

江戸悪党改め役 森村誠一

阿修羅 玄侑宗久

これでよろしくて？ 川上弘美

蘭陵王 田中芳樹

ダリア 辻仁成

講談社

集英社
かけら 新潮社青山七恵
秘密への跳躍

憂鬱たち

新潮社

文芸春秋

金原ひとみ

新宿遊牧民 椎名誠 講談社

なでしこ御用帖 宇江佐真理 集英社
鉄の骨 講談社池井戸潤

掏模 中村文則 河出書房
まほろ駅前番外地 三浦しをん 文芸春秋
巡査の休日 佐々木譲 角川春樹事務所
後悔と真実の色 貫井徳郎 幻冬舎
ニサッタ、ニサッタ 乃南アサ 講談社
再会 重松清 新潮社

雨月物語 岩井志麻子 光文社
木練柿 あさのあつこ 光文社

６ＴＥＥＮ 石田衣良 新潮社
楽天道 佐藤愛子 海竜社
神様のカルテ 夏川草介 小学館
ブリムストーンの激突 ロバート・Ｂ・パーカー 早川書房
悪霊の島 スティーヴン・キング 文芸春秋

筑摩書房
魔女の宅急便　その６ 角野栄子 福音館書店
時間旅行は可能か？ 仁間瀬敏史

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

・・・１１月の休館日・・・
２日(月)　３日(火)　９日(月)　１５日(日)
１６日(月) ２３日(月) ２４日(火) ３０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！
読みたい本がないときはぜひリクエストして
くださいね。

２００９．１１　Ｖｏｌ．５４

隠 岐 の 島 町 図 書 館 通 信

　冬も近づきだんだんと寒くなってきましたね。
寒くなってくると美しく色づいてくるのが紅葉。
　図書館の裏庭も赤く染まりだしました。たまに
はソファに座ってのんびり紅葉の見物なんていか
がですか？

五箇の齋藤さんが流木をつかっ
て作られたオブジェも飾ってい
ます。ふしぎな魅力・・・。

ソファでまったり・・・

ボランティアの方からいた
だいたお花がカウンターを
飾っています。

窓際で読書を・・・



★展示コーナー

★特集コーナー ★えほんコーナー

・・太宰治＆松本清張　生誕１００年記念特集・・

・・・ １０月 に よ く 読 ま れ た 本  ベスト１０・・・

21　年　度
20　年　度

▲ 614 ▲ 155 ▲ 656
8,139 29

・・・ 展 示 コ ー ナ ー ＆ 特 集 コ ー ナ ー ・・・

≪のりもの≫

入館者数 登録者数

・・・ １０月 の 利 用 状 況 報 告 ・・・

貸出冊数貸出人数

≪ウィルスに負けない！≫

・・清水眞砂子先生の講演会がありました・・

20

比　　　較

7,4835,255 1,562
5,869 1,717

▲ 9

　みんなだいすきな乗り物なにがあるかな？
車や電車、飛行機、船に、空とぶじゅうた
ん！？　いろんな乗り物が大集合！

１位　第６２代横綱大乃国の全国スイーツ巡業　Ⅱ　　芝田山康　　　　　日本経済新聞社
２位　元気のもとはだんぜん和食！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主婦の友社
２位　のうだま　やる気の秘密　　　　　　　　　上大岡トメ　　　　　　　幻冬舎
２位　女優仕掛人　　　　　　　　　　　　　　　新堂冬樹　　　　　　　　角川書店
２位　八つ花ごよみ　　　　　　　　　　　　　　山本一力　　　　　　　　新潮社
２位　静子の日常　　　　　　　　　　　　　　　井上荒野　　　　　　　　中央公論社
２位　流星さがし　　　　　　　　　　　　　　　柴田よしき　　　　　　　光文社
２位　フリーター、家を買う。　　　　　　　　　有川浩　　　　　　　　　幻冬舎
２位　ハラハラ！関ヶ原戦国男子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エンターブレイン
２位　焼きそばレシピ　　　　　　　　　　　　　スタジオダンク　　　　　双葉社

　文化会館文化教室として活動しているワイワイパッチワークサークルの皆さんによるグループ
展『想いをのせて･･･　キルト展』を展示コーナーにて開催しています。
　
 ハワイアンキルト、シャドーキルト、スカラップキルトをはじめ小物など多数展示しています
ので、ぜひご覧ください。

★１１月２０日には一部作品の入れ替え
もおこないます！

展示期間
　１１月７日（土）～１２月５日(土)

　１１月１日に青山学院女子短期大学子ども学科教授
であり、『ゲド戦記』訳者として有名な清水眞砂子先
生をお招きして講演会をおこないました。
　こどもと児童文学のかかわりについて、現在のこど
ものすがたや課題、それに対する児童文学の役割・大
人のありかたについてなど、先生の体験を交えて分か
りやすく楽しくお話してくださいました。
　約４０名の方が来られお話をうかがいましが、大変
好評で、また来てほしいという声が多くありました。

　太宰治と松本清張が同い年ってご存知ですか？
　太宰治が1948年に亡くなり、松本清張が1950年か
ら作家として活躍しはじめたため、違う時代の作家
のような気がしますが、ともに明治４２年（１９０
９）生まれです。今年は生誕１００年にあたりま
す。
　それを記念して図書館玄関正面に本の紹介コー
ナーをつくりました。ぜひこの機会に読んでみてく
ださい。

　１０月は、仕立ひろみ様、前田美登様、古山宏明様、齋藤隅良様、
田中明美様ほか３名の方に本を寄贈していただきました。
　いただいた本は、図書館や公民館、病院などで使わせていただきま
す。ほんとうにありがとうございました。

「 富嶽百景 」太宰治　（『筑摩現代文学大系　太宰治集』筑摩書房）

　ＮＨＫの知る楽こだわり人物伝で太宰治の本を女性作家が紹介する番組があり、西加奈子が
おもろい作家太宰治として短編の富嶽百景を紹介したので読んでみました。
師である、井状鱒二とのやり取りやお見合いの様子、富士山の見方などイメージしていた太宰
治とは思えない作品でした。
　富士山を「たとえば印度かどこかの国から、突然、鷲にさらはれ、すとんと日本の沼津あた
りの海に落とされて、ふと、この山を見つけても、そんなに驚嘆しないであろう。」と書いて
ある、富士山にけちをつける人を私は知らない。太宰は、けちをつけながら、富士山の素晴ら
しさを表現している。太宰はおもろい、西加奈子の言うとおりでした。
　玄関前特集コーナーに置いてありますので、ぜひご覧ください。

館長の小室の
おすすめ本です

　　　　～参加された方のアンケートより～

○子どもが１人でいることの大切さ、秘密の大切さが
印象に残りました。本と人とは一対一だから、子ども
がそうできるようにするところまでが大人の仕事なの
ではないでしょうか。
○優しいお人柄が伝わってきました。いろいろな考え
方や思い、人生があって良いということを感じまし
た。
○本から学ぶという言葉をよく聞きますが、どうして
も知恵を学ぶことに視点がおかれているようで、同じ
考えをしている人がいることを知るという見方はとて
も新鮮でした。

　インフルエンザや風邪が流行っ
ています。
 ウィルスや免疫、家庭でできる
対策などを知りましょう！


