
サラの鍵

女の好きな１０の言葉 中島義道 新潮社

山陰中央新報社

タチアナ・ド・ロネ 新潮社

森見登美彦 角川書店

雨心中 唯川恵 講談社

カマフォード村の哀惜 エリス・ピーターズ 長崎出版

禁断　横浜みなとみらい署暴対係 今野敏 徳間書店

文芸春秋少女外道 皆川博子
ペンギン・ハイウェイ

トリプルＡ　小説格付会社　(上)(下)
龍馬の油断　幕末七人の侍

神の手　(上)(下)

河出書房新社

双葉社

文芸春秋
柳広司 講談社

講談社

湊かなえ

津本陽
北原亜以子

新潮社
明日の空

あんちゃん
求天記　宮本武蔵正伝

文芸春秋
文芸春秋

講談社

集英社貫井徳郎
加藤広

薔薇を拒む 近藤史恵

実業之日本社

少年野球上達パーフェクトブック

かもがわ出版
千玄室
清水真砂子本の虫ではないのだけれど

ワクワク！山陰フィッシングガイド

インプレスジャパン
ワン・ライン

河出書房新社

ダイヤモンド社
洋泉社

・・・　新 刊 本 紹 介　・・・

書　い　た　人 出　版　社本　の　名　前
電子書籍元年 田代真人

広江正幸　長井泰狛犬件分録　来待石・福光石の唐獅子文化

技術評論社
オーム社

講談社丸川哲史

久保田博幸

ダイナミックセラーズ出版

筑摩書房

ハーベスト出版

秀和システム

エール出版社

命の授業　３０万人が泣いた奇跡の実話

もう一歩奥へこだわりのソウル・ガイド 高月靖

腰塚勇人
洋泉社編集部いちどは行ってみたい日本の聖地

台湾ナショナリズム　東アジア近代のアポリア
若林亜紀

日本放送出版協会日本放送協会

日本列島ジオサイト地質百選　２

酒井董美
年収３００万円で子どもを大学に入れる方法
さんいんの民話とわらべ歌　島根県・鳥取県

実録事業仕分け　

岩崎書店

最新国債の基本とカラクリがよ～くわかる本

古賀良彦

全国地質調査業協会連合会・地質情報整備・活用機構

石橋知也

南和子

いきいき脳のつくり方

がんと一緒に働こう！

・・島根と東北の民話「語りの集い」がありました・・
まさこおばちゃんの新聞エコバックの作り方

いい人ぶらずに生きてみよう 集英社

ベースボール・マガジン社

徳間書店

シー・シェパードの正体
家の光協会

辰巳渚

野田勝二

絶対行きたい！世界の音楽祭 田中良幸
水木しげる

立松和平

水木しげるゲゲゲの大放談

うまいうどんを打つ！　高田延彦うどん修行の旅
あなたを変える家事塾３００のメソッド

百姓探訪

佐々木正明 産経新聞出版

家の光協会

朝日新聞出版オーディンの鴉 福田和代

はじめてでもできるおいしい果樹の育て方

小学館

メモで身につく日常会話 リサ・ヴォート

ヤマハミュージックメディア

坂上政子

新潮社
ポプラ社

僕らの青春　下町高校野球部物語
キング＆クイーン

夜行観覧車

王国　その４　アナザーワールド

新野剛志恋する空港　あぽやん２

半村良

久坂部羊
黒木亮

民王

新潮社
朝日新聞出版

道尾秀介

お父やんとオジさん

日本放送出版協会
日経ＢＰ社

よしもとばなな
池井戸潤

伊集院静

月の恋人
柚子の花咲く 葉室麟

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

　紹介しているのは６月に入った新刊本の一部で
す。この他にもたくさん入っていますので、
チェックしにきてくださいね。貸し出し中のとき
は予約もできます。

２０１０．７　　Ｖｏｌ．６２

隠 岐 の 島 町 図 書 館 通 信

７月の休館日
５（月）　１２（月）　１８（日）
１９（月）　２０（火）　２６（月）

　6月17日にしまねと東北の民話「語りの集い」
がありました。当日は大人が84名、幼稚園の子ど
もが11名と、大勢の方に来ていただきました。
　おき民話の会の方々のほか、出雲・石見、山
形、宮城から、語り部の方々が来られ、それぞれ
の地方の民話をあたたかなお国言葉とともに語っ
てくださいました。子どもの頃に聞いたなつかし
い民話や初めて聞くお話など盛りだくさんの内容
で、しばらく童心に帰って楽しんだひとときでし
た。

　「語りの集い」の後、文化会館で講演会
「むかし話に見る古代信仰の名残～隠岐の
島を中心に～」が行なわれました。
　講師の酒井董美先生（出雲かんべの郷館
長）は今年の４月に『さんいんの民話とわ
らべ歌』（ハーベスト出版）という本を出
されました。隠岐の民話や手まり歌も載っ
ています。図書館にも寄贈していただきま
したので、ぜひご覧ください。



★展示コーナー ★特集コーナー

★えほんコーナー
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入館者数 登録者数
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・・課題図書そろってます・・ ・・・ 展 示 コ ー ナ ー ＆ 特 集 コ ー ナ ー ・・・

1,643

1,523

5,869

・・・ ６月 の 利 用 状 況 報 告 ・・・

≪ 沖縄 　～歴史と現在～　≫

・・・ 今 月 の オ ス ス メ の 一 冊 ・・・

・・・ ６月 に よ く 読 ま れ た 本  ベスト１０・・・

22　年　度

21　年　度

▲ 1,140 ▲ 120比　　　較

7,6134,729 23

貸出人数

≪しまね景観賞≫

≪ むし ≫

１位　アンネの日記　完全版　　　　　　　　アンネ・フランク　　　　　　　文芸春秋
１位　隠岐の国散歩　　　　　　　　　　　　隠岐歴史民俗研究会　　　　　　隠岐観光協会
１位　告白　　　　　　　　　　　　　　　　湊かなえ　　　　　　　　　　　双葉社
１位　聖女の救済　　　　　　　　　　　　　東野圭吾　　　　　　　　　　　文芸春秋
１位　影法師　　　　　　　　　　　　　　　百田尚樹　　　　　　　　　　　講談社
２位　幕末銃姫伝　京の風　会津の花　　　 　藤本ひとみ　　　　　　　　　　中央公論新社
２位　トリプルＡ　(上)(下)　　　　　　　　 黒木亮　　　　　　　　　　　　日経ＢＰ社
２位　自殺をくい止めろ！東尋坊の茂さん宣言　　  茂幸雄　　　　　　　　 　三省堂
２位　これがＣ級グルメのありったけ　　　 　小泉武夫　　　　　　　　　　　新潮社
２位　御隠居忍法魔物　　　　　　　　　　 　高橋義夫　　　　　　　　　　　中央公論新社

　かぶとむし、かまきり、ばったにせ
み。暑くなってくるとたくさん虫が見
られるようになるね。
　虫とりにいくのも楽しいよ！

　基地問題で話題の沖縄。来月には、65回目
の終戦記念日も迎えます。
　沖縄の歴史のほか、観光スポットがわかる
本も集めました

　「育菌」という言葉をご存じですか？
 　自分の体に住みついているという菌（イイ菌）を育て、病気などを引き起
こす有害な菌の活動をおさえてしまおう…という考え方だそうです。自分の体
や、皮膚にも菌がいるというのも、ちょっと気持ち悪く感じますよね。でも、
これがないと大変なことになるんだということが、この本をよんでよーく分か
りました。
　清潔好きな人にとっては、複雑な気持ちになる本かもしれませんが、殺菌・
抗菌グッズの使用量はかなり減るんじゃないでしょうか。
　具体的な「育菌」の方法は、本を読んでみれば分かるのですが、簡単に生活
に取り入れられるものばかりです。私も、今日から実践してみようと思いま
す！

『人体常在菌のはなし　―美人は菌でつくられる 』青木皐（のぼる）著　／集英社

　７月は「しまね景観賞」の特集展示をしてい
ます。
　第１７回しまね景観賞の優秀賞に選ばれた
佐々木家住宅を含め、隠岐や島根のすばらしい
景観の写真パネルを展示しています。
　ぜひご覧ください。
      期間：７月３１日（土）まで
      場所：図書館展示コーナー

　もうすぐ夏休みですね。読書感想文の本は何
にしますか？図書館には第56回青少年読書感想
文全国コンクールの課題図書が入りました。

　もちろんこれ以外にもすてきな本がたくさん
あります。探してみてね。

小学校低学年
『ミリーのすてきなぼうし』　きたむらさとし作／ＢＬ出版
『とっておきの詩』　村上しいこ作　市居みか絵／ＰＨＰ研究所
『むねとんとん』　さえぐさひろこ作　松成真理子絵／小峰書店
『いじわるなないしょオバケ』　ティエリー・ロブレヒト作　フィリップ・ホーセンス絵　野坂
悦子訳／文溪堂

小学校中学年
『こぶとりたろう』　たかどのほうこ作　杉浦範茂絵／童心社
『点子ちゃん』野田道子作　太田朋 絵／毎日新聞社
『ともだちのしるしだよ』カレン・リン・ウィリアムズ、カードラ・モハメッド作　ダーグ・
チャーカ絵　小林葵訳／岩崎書店
『やんちゃ子グマがやってきた！』あんずゆき文／フレーベル館

小学校高学年
『すみ鬼にげた』　岩城範枝作　松村公嗣絵／福音館書店
『リキシャ★ガール』　ミタリ・パーキンス作　ジェイミー・ホーガン絵　永瀬比奈訳／鈴木出
版
『建具職人の千太郎』　岩崎京子作　田代三善絵／くもん出版
『海は生きている』　富山和子著／講談社

中学校
『明日につづくリズム』　八束澄子著／ポプラ社
『ビーバー族のしるし』　エリザベス・ジョージ・スピア著　こだまともこ訳／あすなろ書房
『奇跡のプレイボール』　大社充著／金の星社

高等学校
『風をつかまえて』　高嶋哲夫著／日本放送出版協会
『ハサウェイ・ジョウンズの恋』　カティア・ベーレンス著／鈴木仁子訳／白水社
『インパラの朝』　中村安希著／集英社


