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すれ違う背中を 乃南アサ 新潮社
さびしい女神 仁木英之 新潮社

暁英　贋説・鹿鳴館 北森鴻 徳間書店
万能鑑定士Ｑ 松岡圭祐 角川書店

白と黒が出会うとき 新堂冬樹 河出書房新社

もう二度と食べたくないあまいもの 井上荒野 祥伝社
存在の美しい悲しみ 小池真理子 文芸春秋

新潮社

角川書店

集英社
竹島御免状 荒山徹 角川書店

ブギウギ 板東真砂子

空が割れる 藤田宜永

１Ｑ８４　ＢＯＯＫ３ 村上春樹

内田康夫

京都駅０番ホームの危険な乗客たち
鼠、闇に跳ぶ 赤川次郎

下流の宴

乱心タウン 山田宗樹

林真理子

角川書店

山本一力おたふく

伊坂幸太郎

命もいらず名もいらず　（上・下） 山本兼一

オー！ファーザー
光媒の花

神苦楽島　（上・下）

集英社

主婦の友社

角川春樹事務所
岩波書店

山本一力
俵万智

角川SSｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ

成美堂出版
農文協 農山漁村文化協会

ちっちゃいけれど、世界一誇りにしたい会社

男の背骨

ブラックチェンバー 大沢在昌

何度も何度も挫折した人のための英語はネット動画で身につけろ! 本間正人
小説一途　ふたりの源氏物語 田辺聖子　瀬戸内寂聴

定年進学のすすめ

ポイントをしっかり貯めるならこの１冊

オレンジページ

辰巳出版
主婦の友社

脇坂真吏

・・・　新 刊 本 紹 介　・・・

書　い　た　人 出　版　社本　の　名　前

岩波書店

佐藤温

ニセ科学を１０倍楽しむ本

花岡正樹

作家の値段
嵐の夜の読書 池沢夏樹

出久根達郎
みすず書房
講談社

作品社

坂本光司

ＰＨＰ研究所

ＷＡＶＥ出版

集落再生と日本の未来

自由国民社

自治体研究社

楽工社

中嶋信

山本弘

今井美沙子
花伝社

ダイヤモンド社

姑の言い分嫁の言い分

ＰＨＰ研究所

あなたにピッタリが見つかる！はじめての補聴器選び
食材目利き手帖

エクスナレッジ

農家が教える便利な農具・道具たち

柳裕一郎

最高の間取りをつくる本

５０歳からの気になる症状事典
５才若く見える！ヘアカタログ

悲しみのダルフール

「忙しい」という人ほど、実はヒマである理由
ハリマ・バシール　ダミアン・ルイス

あらかわ菜美

文芸春秋

松田惠明 緑書房
中高年、登りきってもいないのに下り坂 綾小路きみまろ ＰＨＰ研究所
海の森づくり　いつまでも魚が食べられる環境へ

いいんだか悪いんだか 林真理子

角川学芸出版

花村万月

道尾秀介

老いるについて　下町精神科医　晩年の記

山下達郎　林田康男

伝説の「スーパーカー」がよくわかる本

浜田晋
プレ更年期からの不調を治す本

ブレインナビ

我★神

文芸春秋

日本放送出版協会
幻冬社

集英社

新潮社

江戸の剣豪列伝 主婦の友社 主婦の友社

ちいさな言葉

毎日新聞社
日本経済新聞出版

角川書店
角川書店

西村京太郎

遍路みち 津村節子 講談社

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

　ここで紹介した本以外にも、たくさん新刊本が
入っていますのでチェックしにきてください。
　読みたい本が貸出中のときは予約することもで
きます。

２０１０．５　　Ｖｏｌ．６０

隠 岐 の 島 町 図 書 館 通 信

　　　　　　５月の休館日
３（月） ４（火） ５（水） １０（月）
１６(日)　１７(月)　２４(月)　３１(月)

　今に残る昔話や伝説には、貧しくも心豊かに暮らしていた
私たちの「じい」や「ばあ」が子や孫に伝えたかったこと
が、たくさんこめられています。やさしくて温かいそれぞれ
のお国ことばとともにお楽しみください。
　参加は無料です。お誘い合わせておでかけください。
　
　出演　出雲民話の会
　　　　民話の会「石見」
　　　　出雲かんべの里とんと昔のお話会
　　　　渡部豊子さん（山形伝承語り部）
　　　　佐藤玲子さん（宮城伝承の語り部）
　　　　おき民話の会

　　日時　６月１７日（木）１３：００～１４：３０
　 場所　図書館研修室

なお、引き続き文化会館で
　講演会「隠岐地方に残る民話の古代習俗」
          講師 酒井菫美氏（出雲かんべの里館長）
がおこなわれます。こちらもぜひご参加ください。

　日時　６月１７日（木） １４：４０～１６：４０
　場所　隠岐島文化会館　娯楽室

　　　　　　　　　　　　公益信託しまね女性ファンド助成事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　  主催　おき民話の会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　後援　隠岐の島町図書館



★展示コーナー ★特集コーナー

★えほんコーナー

▲ 1▲ 238

6,804

入館者数 登録者数
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貸出冊数

≪　ターシャ・テューダーの世界　≫≪ ふれあい五箇 習字クラブ作品展 ≫

比　　　較

6,5664,729
1,489

≪ おしごと ≫

・・・ ４月 の 利 用 状 況 報 告 ・・・
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・・おはなし会こどもの日スペシャルがありました・・ ・・・ 展 示 コ ー ナ ー ＆ 特 集 コ ー ナ ー ・・・

・・・ 今 月 の オ ス ス メ の 一 冊 ・・・

・・・ ４月 に よ く 読 ま れ た 本  ベスト１０・・・

22　年　度
21　年　度

▲ 904 ▲ 151

貸出人数
1,338

5,633

・・２１年度利用状況＆ベストリーダー発表・・

登録者数
21　年　度 66,047 19,000 88,388 314

入館者数 貸出人数 貸出冊数

465
比　　　較 ▲ 7,362 ▲ 1,332 ▲ 5,279 ▲ 151
20　年　度 73,409 20,332 93,667

１位　江　姫たちの戦国　（下）　　　　　田淵久美子　　　　　　　　　集英社
２位　江　姫たちの戦国　（上）　　　　　田淵久美子　　　　　　　　　集英社
２位　巡査の休日　　　　　　　　　　　　佐々木譲　　　　　　　　　　角川春樹事務所
２位　ほどほど掃除のしかた　　　　　　　辰巳渚　　　　　　　　　　　小学館
２位　戦国武将のことがマンガで３時間でわかる本　　　津田太愚　　　　明日香出版社
２位　鬱病のための食事と栄養療法　　　　川喜田昭雄　　　　　　　　　東洋出版
２位　やせにくくなった人の伊達式食べやせダイエット　　伊達友美　　　オレンジページ
２位　真昼なのに昏い部屋　　　　　　　　江国香織　　　　　　　　　　講談社
２位　天国旅行　　　　　　　　　　　　　三浦しをん　　　　　　　　　新潮社
２位　１Ｑ８４　　ＢＯＯＫ３　　　　　　村上春樹　　　　　　　　　　新潮社

　今月はターシャ・テューダーさんの本を紹
介します。
　ターシャさんの描く絵には心が癒されま
す。ガーデナーとしても有名なターシャさん
からスローライフを学んでみませんか？

　みんな大きくなったらなにになりたい？い
ろんなおしごとの人の本があるよ！

　　普段何気なく見ているマンガやアニメ、特撮物などで描かれているヒーロー
や怪獣、キャラクターの設定は、よく考えてみると不思議なところがたくさ
ん！！これらの世界で起こる事象を現代科学で再現するとどうなるかを、現実の
物理法則にあてはめて検証したのが、この「空想科学読本」です。
　元々が空想科学の世界なので、現実の科学で解明することにちょっと無理があ
るのでは？と思いますが、そこを無理やり検証しているところが面白いです。娯
楽本として楽しめるシリーズです。
　最近図書館にシリーズの５巻から８巻が新たに入りましたが、「となりのトト
ロ。本当に隣にいたらちょっと怖い！」「サザエさんの首は細すぎませんか？」
など、人気のキャラクターも実在するととんでもないことになったりしていま
す。
　このシリーズの他にも、「空想漫画読本」「空想映画読本」もシリーズで出て
いますので、ぜひ読んでみて下さい。

『空想科学読本』　　　柳田理科雄　／　メディアファクトリー

　５月は「ふれあい五箇」のみなさんによる書
道展を行います。
　「ふれあい五箇」では週一回、斎藤捷文(かつ
ふみ)先生の指導のもと、習字クラブの皆さんが
書に励んでいます。すてきな作品をぜひ見に来
てください。
　期間　５月７日（金）～６月９日（水）
　場所　図書館展示コーナー

　５月１日におはなし会こどもの日スペ
シャルを開催しました。
　当日は３８名の子どもや保護者の方の
参加があり、こどもの日にちなんだ絵本
の読み聞かせに加えて、クイズや工作な
ど、みんなにぎやかにすごしました。

　２１年度の利用状況は以下のとおりです。入
館者・貸出ともに、過去最高だった去年に比べ
るといずれも減っており、ほぼ平年並みとなり
ました。

【一般図書部門】
 １位　『告白』　　湊かなえ著／双葉社
 ２位　『１Ｑ８４（１・２）』　　村上春樹著／新潮社
 ３位　『砂迷宮』　　内田康夫著／実業之日本社
 ３位　『パラドックス１３』    東野圭吾著／毎日新聞社
 ５位　『容疑者Ｘの献身』　　東野圭吾／文芸春秋
 ６位　『聖女の救済』　　　東野圭吾／文芸春秋
 ６位　『少女』　　湊かなえ／早川書房
 ６位　『運命の人（１）』　　山崎豊子／文芸春秋
 ９位　『夜明けの街で』　　東野圭吾／角川書店
 ９位　『ガリレオの苦悩』　　東野圭吾／文芸春秋
 ９位　『おいしい野菜づくり』　　五十嵐透／ナツメ社
 ９位　『晋平の矢立』　　山本一力／徳間書店

【児童図書部門】
 １位　『バムとケロのおかいもの』
　　　　　　島田ゆか／文溪社
 ２位　『もこもこもこ』
　　　　　　谷川俊太郎／文研出版
 ３位　『たまごのあかちゃん』
　　　　　　かんざわとしこ／福音館書店
 ４位　『めっきらもっきらどおんどん』
　　　　　　長谷川摂子／福音館書店
 ４位　『バムとケロのにちようび』
　　　　　 　島田ゆか／文溪堂

【雑誌部門】
 １位　ＥＳＳＥ（2009年2月号）
 １位　ＥＳＳＥ（2009年6月号）
 ３位　Ｍａｒｔ（2009年3月号）
 ４位　オレンジページ（2009年3/17号）
 ４位　すてきな奥さん（2009年4月号)

【ＡＶ部門】
 １位　『レミーのおいしいレストラン』(DVD)
 ２位　『パンダコパンダ』（ﾋﾞﾃﾞｵ）
 ２位　『隠岐武良祭風流』（DVD）
 ４位　『トムとジェリー２』（ﾋﾞﾃﾞｵ）
 ４位　『フランダースの犬』（DVD）

　２１年度によく読まれた本で
は、湊かなえさんの本・東野圭吾
さんの本が上位に複数ランクイン
しました。また話題となった『１
Ｑ８４』は２位でしたが、昨年予
約が一番多かった本です。
　雑誌では女性向のものがよく借
りられました。
　いつもたくさんのご利用ありが
とうございます。

　町民の皆様に身近な図書館となるよう、職
員一同気をひきしめて努めてまいりますの
で、図書館へのご意見やご要望がありました
らぜひお聞かせください。


