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からだの一日　あなたの24時間を医学・科学で輪切りにするジェニファー・アッカーマン 早川書房
新世界透明標本 富田伊織 小学館
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薬なしで生きる　それでも処方薬に頼りますか 岡田正彦 技術評論社
明日の水は大丈夫？　バケツ１杯で考える「水」の授業橋本淳司 技術評論社
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転移 中島梓
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朝日新聞出版
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綾辻行人

カデナ 池沢夏樹 新潮社

いかずち切り 山本一力 文芸春秋
聖徳太子の密使 新潮社平岩弓枝

ほかならぬ人へ 白石一文 祥伝社
未踏峰 笹本稜平 祥伝社
製鉄天使 桜庭一樹 東京創元社
小太郎の左腕 和田竜 小学館
ファミリーツリー 小川糸 ポプラ社
犬はいつも足元にいて 大森兄弟 河出書房新社

ひまわり事件 荻原浩 文芸春秋
円朝の女 松井今朝子 文芸春秋

球体の蛇 道尾秀介 角川書店
いつか響く足音 柴田よしき 新潮社
月桃夜 遠野潤子 新潮社
オヤジ・エイジ・ロックンロール 熊谷達也 実業之日本社
堕ちてゆく 岩井志麻子 徳間書店

日本放送出版協会
ラウィーニア アーシュラ・Ｋ・ル＝グウィン 河出書房新社
江　姫たちの戦国　（上） 田淵久美子

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

           ・・・１２月の休館日・・・
７日(月) １４日(月) ２０日(日) ２１日(月) ２３日(水)
２８日(月) ２９日(火) ３０日(水) ３１日(木)

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
てくださいね！

２００９．１２　　Ｖｏｌ．５５

隠 岐 の 島 町 図 書 館 通 信

　西郷読書会は、昭和56年に西郷町公
民館図書室を利用する方たちの中から
「読書というすばらしい楽しみを知っ
ている人たちが、読書を通して一緒に
語りあい、考えあうような読書会を作
りたい、作ってほしい」という声のも
と発足しました。
　以来、28年間にわたり、年間6～8冊
の本を読み、例会を開催して感想の話
し合いをおこなってこられました。現
在会員は１２名、その長年継続した活
動が読書推進に功績があるとして評価
されました。

　１２月２８日（月）～１月４日（月）の期間は図書館を
休館とさせていただきます。皆様には大変ご迷惑をおかけ
しますが、どうぞご理解ください。
　なお休館中の本の返却は玄関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、申し訳あ
りませんが図書館が開館してからカウンターにお返しくだ
さい）

表彰式の様子
（写真左は代表の岡田さん）

おめでとうございます！

　１１月２４日、西郷読書会が、島根県読書推進運動協議会より読書推進運動功労者として表彰さ
れました。



★展示コーナー ★特集コーナー

★えほんコーナー

・・　新年への準備はお済みですか？　・・

・・・ 図 書 館 職 員 オ ス ス メ の 一 冊 ・・・

・・・ １１月 に よ く 読 ま れ た 本  ベスト１０・・・

21　年　度
20　年　度

▲ 2,128 ▲ 120 ▲ 544
8,222 23

・・・ 展 示 コ ー ナ ー ＆ 特 集 コ ー ナ ー ・・・

≪ クリスマス ≫

入館者数 登録者数

・・・ １１月 の 利 用 状 況 報 告 ・・・

貸出冊数貸出人数

≪ 癒し ～心がほっこりする本～ ≫≪ 文化会館手編み教室作品展 ≫

～あたたかさをあなたへ～

9

比　　　較

7,6784,987 1,620
7,115 1,740

▲ 14

１位　聖女の救済　　　　　　　　　　　 　東野圭吾　　　　　　　 　　　文芸春秋
２位　沈まぬ太陽　１　　　　　　　　　　　山崎豊子　　　　　　　　　　　新潮社
２位　人間失格　　　　　　　　　　　　　　太宰治　　　　　　　　　　　　集英社
２位　まほろ駅前多田便利軒　　　　　　    三浦しをん　　　　　　　　　　文芸春秋
２位　チッチと子　　　　　　　　　　　　　石田衣良　　　　　　　　　　　毎日新聞社
６位　６ＴＥＥＮ　　　　　　　　　　　　　石田衣良　　　　　　　　　　　新潮社
６位　赤とんぼ　渥美清句集　　　　　　    渥美清　　　　　　　　　　　　本阿弥書店
６位　誰かと暮らすということ　　　　　  　伊藤たかみ　　　　　　　　　　角川書店
６位　Ｑ人生って？　　　　　　　　　　　　よしもとばなな　　　　　　　　幻冬舎
６位　職場スイッチ　　　　　　　　　　　　鈴木義幸　　　　　　　　　　　ダイヤモンド社

　

　今月は鉄山昇様、吉田弘子様、田
中明美様、ほか４名の方に本を寄贈
していただきました。
　図書館やその他の公共施設などで
使わせていただきます。ありがとう
ございました。

　今年もいよいよ残りわずかとなりました。いそがしい毎日を過ごされていることと思います。何
か忘れていることはありませんか？新しい年を迎える準備の参考になる本をいくつか紹介します。
　みなさまどうぞよいお年をお迎えください。

　『 これだけは知っておきたい生きるための科学常識 』
　　　　　　　　　　　　　　　 左巻健男 監修　池田圭一・桑嶋幹 編著／東京書籍

　最近忙しくて疲れてるな～、という方に、
ほっこりと癒される本をご紹介します。風景
や動物の写真集、詩集やくすっと笑える本な
ど、ちょっと和んでみませんか。

・・・ところで本当の忘れ物にもご注意を！
　図書館では、いろいろな落し物・忘れ物があります。
　ハンカチや傘、おもちゃ、コインロッカーから取り忘れた100円、たま
に上着や財布なんかも･･･。「ひょっとしてあれ忘れてきたかも？」と
思ったら、お問い合わせください。

　１２月といえば、みんなお待ちかねのクリス
マス！クリスマスパーティ、ケーキにプレゼン
ト・・・楽しいことがたくさん。絵本の世界で
もいろいろなクリスマスをしているよ。

　文化会館で活動をしている手編み教室の方々
の作品展です。
　始めてから１年、みなさんが作ってこられた
あたたかな作品がたくさん展示されますので、
ぜひ見に来てください。

　期間　１２月８日（火）
　　　　～１月１０日（日）

　腐ったものを口にしない、刃物は注意して扱う、自動車などに気をつけて歩く
…。普段の何気ないこのような行動は、危険や損害を避けるために自然に学んで身
につけたことです。どれも常識的な注意事項です。また、自然災害など突然の危機
にはうまく対処できない場合もあります。
　このように私たちの日常生活の中には程度の違いこそあれ、様々な危険が潜んで
います。それらの危険を回避できる知識が少しでも多くあったらいいと思いません
か。
　この本は、食べ物・空気・化粧品・自然災害・身近な事故など、私たちの生活に
関係する物や行為と、それによるリスクについて科学知識を基に、読みきり形式で
わかりやすく説明しています。
　様々な情報が氾濫しているなかで、科学的に考えて判断できる能力を身につけて
より快適に暮しましょう。日常生活で本当に知りたい、すぐに役立つ科学知識が満
載の一冊です。

　町民の方から寄贈していただいた本を一部玄関前に
置いてあります。読みたい本がありましたら、どうぞ
ご自由にお持ち帰りください。

☆大掃除　　気になっていたところを掃除＆修理してすっきり！
・『プロが教える「１５分掃除」がわが家を変える！』世界文化社
・『小さな暮らしのおそうじ＆お片づけマップ』すばる舎
・『スッキリらくちんおそうじ術』成美堂出版
・『部屋のプチリフォーム』オレンジページ

☆年賀状　　来年は寅年です。ちょっと凝ったもの作って
みませんか？
・『絵手紙の年賀状』日貿出版社
・『楽しく手作り 芋と木と消しゴムの年賀状』日貿出版社

・『パソコンでつくる年賀状　2006』日本放送出版協会
・『年賀状データ集 Ｐａｃｋ６８００』ナツメ社

☆おせち作り　　意外と難しくない、かも？
・『おせち基本帳』為後喜光著　家の光協会
・『定番おせちとお祝い料理』世界文化社
・『おせちと正月料理』婦人生活社

　玄関前の特集コーナーでは、今ＮＨＫスペシャルとして放送中の司馬遼太郎『坂の上の
雲』特集をします。司馬遼太郎の本や作品中に出てくる人たちの本などいろいろありますの
で、お楽しみに！

≪ 坂の上の雲 特集　≫

☆その他にも、忙しい時にも簡単に作れる料理の本や、年越しそばの本などもありますのでぜひ
ご覧ください。

・・ご自由にお取りください・・


