
渡辺喜美

サバイバルおばあさん 海竜社

小学館患者だから分かる成人・小児ぜんそく

角川SSｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ

患者だから分かるアトピー性皮膚炎

病院で聞くことば辞典
横峯吉文

日本の国境・いかにこの「呪縛」を解くか
出川康博

門野晴子

岩下明裕
できる社員を潰す「タコ社長」

頭のいい夫婦１0分以上「二人の会話」がとぎれない習慣 近藤裕

本気のクレジットカード選び　２０１０

「ヨコミネ式」天才づくりの教科書

角川SSｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ
新潮社

日本経済新聞出版社

民主党代議士の作られ方
民主党政治の正体

北村庄吾

コスモトゥーワン

講談社

洋泉社

北海道大学出版会

岩波書店

日本アレルギー友の会
日本アレルギー友の会

小学館

浜六郎

奇界遺産 佐藤健寿 エクスナレッジ

アスキー・メディアワークス

解雇されないための５０の社会人基礎力
戦場からスクープ！ マーティン・フレッチャー

横山政次 ポプラ社

・・・　新 刊 本 紹 介　・・・

書　い　た　人 出　版　社本　の　名　前

基礎が分かる！すぐに編めるエコたわし
通の丼

世界文化社

日本放送出版協会
寺西恵里子
高橋よう子

日東書院本社

ＰＨＰ研究所 ＰＨＰ研究所

歌舞伎のびっくり満喫図鑑 君野倫子 小学館
ランニングビューティ 長谷川理恵 ポプラ社

北方謙三

はじめての羊毛マスコット せとよしみ 学研教育出版
手作りお守り袋としあわせ小物

泉田由美子
骨盤筋ほぐし
おうちでつくれる！おいしい飲み物１２５

今すぐ弾けるやさしい大正琴入門
鈴木サリ

バレーボール練習メニュー２００ 米山一朋 池田書店
超かんたん！話が上手になる７０のヒント 白石邦明 アスカ・エフ・プロダクツ

教室の亡霊
講談社
中央公論新社

宇江佐真理
内田康夫

くらべない生き方 大平光代　鎌田実
虚ろ舟

中央公論新社

東京アクアリウム 小池真理子

角川書店

新潮社

数えずの井戸 中央公論新社京極夏彦

寂滅の剣

天網　ＴＯＫＡＧＥ２
中央公論新社

文芸春秋
今野敏

君去りしのち 重松清 文芸春秋
北帰行 佐々木譲
象牙色の賢者 佐藤賢一

朝日新聞出版

太陽の村 朱川湊人 小学館
スターバト・マーテル 光文社篠田節子

閉ざされて 篠田真由美 角川書店
真綿荘の住人たち 島本理生 文芸春秋
竜の涙　ばんざい屋の夜 柴田よしき 祥伝社
僕の明日を照らして 瀬尾まいこ 筑摩書房
身命を惜しまず　安藤帯刀と片倉小十郎 津本陽 徳間書店
新・雨月　上・下 船戸与一 徳間書店

夢曳き船 山本一力 徳間書店
Ｎのために 湊かなえ 東京創元社

陰陽師　天鼓ノ巻 夢枕獏 文芸春秋
セシルのもくろみ 唯川恵 光文社
真昼の花火 吉村昭 河出書房新社
最終定理 アーサー・Ｃ．クラーク 早川書房
オスカー　天国への旅立ちを知らせる猫 デイヴィッド・ドーサ 早川書房

・・絵画展を開催します・・

描く仲間の嶋画会（とうがかい）展

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

　このほか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。
 ほかに読みたい本があるときはリクエストもで
きますので、お気軽にどうぞ。

２０１０．３　　Ｖｏｌ．５８

隠 岐 の 島 町 図 書 館 通 信

　　　　３月の休館日
１（月）　８（月）　１５（月）　２１（日）
２２（月）　２３（火）　２９（月）

　２月１３日から２２日まで図書館で本の総
点検を行ないました。実際に置いてある本と
データをつきあわせたり、本と棚の掃除をし
ました。
　今年もボランティアの方々に手伝っていた
だき、スムーズに終わることができました。
朝から夕方まで根気のいる作業でしたが、み
なさん快く手伝ってくださり、職員一同ほん
とうに感謝しています。

点検の結果、今年新たに不明となっ
た本は以下の通りです。

　　　　不明資料内訳
　・一般図書　　　　２１冊
　・児童図書　　　　１１冊
　・郷土資料　　　　　４冊
　・雑誌　　　　　　　４冊
　・ビデオ・ＤＶＤ　　１点
  ・ＣＤ　　　　　　　２点
　　計　　　　　　 ４３点

　今年度の不明本は４３点で、昨年度の７１点に比べて大幅
に減少しました。今後も少なくなるとうれしいです。
　分野別では、語学・料理などの実用書が多いです。万が
一、貸し出し手続きを忘れて持って帰ってしまった本があり
ましたら、図書館までお返しください。返却ポストもご利用
いただけます。

　隠岐で日ごろ絵画をされている嶋画会のみなさん
が作品展を行います。すてきな絵がたくさん展示さ
れますので、ぜひお越しください。
　
　
　日時　３月２７日　１０時～１８時
　　　　　　２８日　１０時～１７時
　場所　図書館研修室

・・蔵書点検が終わりました・・



★展示コーナー ★特集コーナー

★えほんコーナー

・・・ 今 月 の オ ス ス メ の 一 冊 ・・・

・・・ ２月 に よ く 読 ま れ た 本  ベスト１０・・・

21　年　度
20　年　度

▲ 670 ▲ 261

貸出人数
1,178

4,051

≪　時間 ≫≪ 隠岐民具版画展 ≫

・・新しい雑誌が入りました・・

17

比　　　較

6,1563,381
1,439 30

・・・ 展 示 コ ー ナ ー ＆ 特 集 コ ー ナ ー ・・・

～思い出語り別れ惜しむ飯田小～

≪ おはな ≫

・・ありがとうございます・・

▲ 13▲ 1,134
7,290

日野雅之氏 俳人協会評論賞受賞！

入館者数 登録者数

・・・ ２月 の 利 用 状 況 報 告 ・・・

貸出冊数

１位　告白　　　　　　　　　　　　　　　　　　　湊かなえ　　　　　　双葉社
１位　野村克也は本当に名将か　　　　　　　　　　工藤健策　　　　　　草思社
１位　定年後のリアル　　　　　　　　　　　　　　勢古浩爾　　　　　　草思社
１位　キケン　　　　　　　　　　　　　　　　　　有川浩　　　　　　　新潮社
１位　くらべない生き方　　　　　　　　　　　　　大平光代・鎌田実　　中央公論新社
６位　歌舞伎のびっくり満喫図鑑　　　　　　　　　 君野倫子　　　　　　小学館
６位　解雇されないための５０の社会人基礎力　　　 横山征次　　　　　　ポプラ社
６位　基礎がわかる！すぐに編めるエコたわし　　　 寺西恵理子　　　　　日東書院本社
６位　東京社用の手みやげ　　洋菓子編　　　　　　 小森まなみ　　　　　東洋経済新報社
６位　頭のいい夫婦１０分以上「二人の会話」がとぎれない習慣　　　近藤裕　　コスモトゥーワン

　一日は24時間、それは誰もが平等に与えら
れた時間です。しかし、時間の使い方は人そ
れぞれ。
　３月は、有意義に時間を使う方法や、そも
そも時間とは何か？という疑問にこたえる本
を揃えました。

　だんだんあったかくなってきました。冬
のあいだ出番を待っていた花がさきはじめ
ます。いろんな花の絵本をみてみよう。

　飯田小学校でつくられた版画集（昭和57・
58・59・62年度卒業生制作）の作品を展示して
います。倉谷寛先生の指導のもと、昔の隠岐で
使われていた民具のことを、調べて版画にした
もので、力作ぞろいです。ぜひご覧ください。

期間　３月末まで
場所　図書館展示コーナー

　隠岐高校の河端拓先生が３日間研修に来られました。
　本の返却や整理を中心に、いろいろな作業を手伝っていた
だき、はじめてのえほんでは、赤ちゃんに絵本を読んでくれ
ました。
　右におすすめ本の紹介もしていただきましたので、ぜひ手
にとってみてください。

にぎやかな雰囲気でした♪

　出版時期は少し前ですが、作者の渾身の作だと思います。キレイごとだけ
で進行していくわけではないので、読む際には気をつけてほしいですが、高
校生以上であれば読んでみてもいい作品だと思います。
　作中では水島家の人々の半生について描写されています。読んでいくうち
に焦点のあたる人物が次々に替わっていきますが、苦しみながらも必死に生
きていこうとするそれぞれの想いが伝わってきます。
　この作品を読み終えて私が感じたことは「誰もがいろんな思いを抱えなが
ら、その人の人生を生きている。」というものでした。そして年代を問わず
色々な人と関わりあって、その人の話に耳を傾けてみたいと思うようになり
ました。

『 星々の舟 』　村山由佳　／　文芸春秋

　　　　　　ｐｅｎ（ペン）
　旅や歴史から、美術・家づくり・料理な
ど、毎回様々なこだわり特集がされていま
す。範囲が多岐にわたっているので、興味
のある号だけ見るのもおすすめ。ちょっと
上質な男性ライフスタイル誌です。
　月２回（１日・１５日発行）

　ＣＯＴＴＯＮ　ＴＩＭＥ(コットンタイム)
　服や小物などの手芸雑誌です。初めて手芸に
興味を持った方にも楽しめる、かわいくてかん
たんな小物をたくさん紹介。実物大の型紙もつ
いていて、見ているだけで作ってみたくなりま
す。
　隔月刊（偶数月７日発売）

　　　　　　　日経ＰＣ２１
　パソコンのことならこの一冊！「必ず使え
る 必ずわかる」をコンセプトに、仕事に使
える情報を中心として、基本的な使い方から
最新の情報まで、分かりやすく紹介していま
す。
　月刊（毎月２４日発行）

　おそい・はやい・ひくい・たかい
　子どもの学校生活のことが気になったら、
ぜひこの雑誌をどうぞ。学校とのトラブル、
学習の裏技、子どもとの接し方…子供を持つ
親や学校の先生におすすめです。
　隔月刊（奇数月２５日発行）

　１月に町内の企業や団体からいただいた図書カードで、新たに雑誌を購入
しました。人気の分野や今まで揃えていなかった分野の雑誌など４点入りま
したので、ぜひご利用ください。

・・先生が研修に来られました・・

　２月には田中和男様、青木恵様、金山紀幸
様、宮本明代様、ほか３名の方に本を寄贈して
いただきました。
　大切に利用させていただきます。ありがとう
ございました！

　第24回俳人協会評論賞に、隠岐の島町の日野雅之氏の著書
『松江の俳人 大谷繞石（じょうせき） ～子規・漱石・ハー
ン・犀星をめぐって』（今井出版）が、選ばれました。
　大谷繞石は松江生まれ、旧制松江中学にてラフカディオ・
ハーンに英語を学び、正岡子規の庵句会に参加。その後、教師
として働きながら若き日の室生犀星に俳句を教え、漱石とも交
流のあった人物です。
　図書館にもありますのでぜひ読んでみてください。


