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e-mail：s-tosho@mx.miracle.ne.jp

　紹介しているのは９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。読みたい本がない
ときはリクエストもできます。

２０１０．１０　　Ｖｏｌ．６５

隠 岐 の 島 町 図 書 館 通 信

１０月の休館日
４（月）　１１（月）　１２（火）
１７（日）　１８（月）　２５（月）

　絵本作家、野坂勇作氏をお迎えして、絵
本や読み聞かせの楽しさ、絵本作りなどに
ついてお話をしていただきます。どうぞ楽
しいお話を聞きにいらしてください。

　日時　１１月７日（日）
　　　　　　１０：００～１１：３０
　場所　図書館研修室

　　　　　野坂勇作氏プロフィール
　1953年島根県松江市出身の絵本作家。主な作
品に『どろだんご』『しもばしら』小学校の教
科書に掲載された『森を育てる漁師の話』など
がある。一作ごとに、その文体や絵画手法を違
えることから、“絵本界の魔術師” と呼ばれ
る。

　今年も図書館まつりの時期がやってきまし
た！　１１月６日（土）・７日（日）に文化
祭と合わせておこないます。

　絵本作家による講演会や恒例の古本市など、
いろいろイベントをおこないますので、ぜひ遊
びにきてください！

　図書館まつりの２日間、古本市をおこないます。
本や雑誌などいろいろと出しますので、お好きな本
を探しに来てください。ご自宅にある読まなくなっ
た本の寄贈も歓迎します。

 日時　１１月６日（土）１０：００～１７：００
　　　　　 　７日（日）１０：００～１６：００
　
 場所　図書館玄関前

☆ブックトークの会
　小学１年～４年生向けにオススメの本を紹
介します。今回は第１００回目です。特別な
会になるかも？みんなきてね。
　日時　１１月６日（土）１４：００～
　場所　おはなしのへや
　

☆おはなしのへや
　ボランティアさんによる絵本の読み聞かせ
です。たのしい絵本を読んでもらえるよ。
　日時　１１月６日（土）１５：００～
　場所　図書館研修室
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１位　ストーリー・セラー　　　　　　　　　　有川 浩　　　　　　　　　　新潮社
２位　再会　　　　　　　　　　　　　　　　　横関 大　　　　　　　　　　講談社
３位　もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岩崎 夏海　　　　　　　　　ダイヤモンド社
３位　橋はかかる　　　　　　　　　　　　　　村崎 太郎・栗原 美和子　　 ポプラ社
３位　ゲゲゲの旅　　　　　　　　　　　　　　左古 文男　　　　　　　　　学研パブリッシング
３位　そのころ白旗アパートでは　　　　　　　伊藤 たかみ　　　　　　　　講談社
３位　浅草のおんな　　　　　　　　　　　　　伊集院 静　　　　　　　　　文芸春秋
３位　平林都の接遇道　２　　　　　　　　　　平林 都　　　　　　　　　　大和書房
３位　秋疾風の悲槍　　　　　　　　　　　　　翔田 寛　　　　　　　　　　小学館
３位　トロイメライ　　　　　　　　　　　　　池永 永一　　　　　　　　　角川書店

　10月は日本中の神さまが出雲に集
まって会議をするから、他の地域では
10月のことを神無月というけど、出雲
では神在月というんだって。
　いろんな神さまの本、みてみてね。

　パソコンや携帯のメールは簡単で便利です
が、手書きの手紙はメールにはない趣が感じ
られます。季節の変わり目に、手紙を書いて
みませんか？

　この本を見たとき、以前、お寺の苔庭の苔（こけ）がふかふかして気持ちよ
さそうだと思ったことを思い出しました。普段外で見ていてもなんとも思わな
かった苔ですが、しっかり手入れをされていると素敵に見えてくるから不思議
です。
　この本では、そんな苔を使った苔玉（こけだま）・ミニ盆栽・苔鉢などの小
さな緑の作り方・管理の方法を解説しています。苔玉とは小さな植物の根を苔
で包んで球状にしたもので、お皿や陶板の上で育てられます。
　ページをめくっていると、ころんとしたまるい苔玉はもちろん、そこから
ひょろひょろとのびた花や木の姿もかわいらしく、心がなごみます。元になる
植物も盆栽風の木からミニ洋ランといった花までいろいろなもので作ることが
でき、のせるお皿を替えると雰囲気も変わるので、組み合わせをあれこれ考え
るのも楽しいかもしれませんね。

『 苔玉と苔　～小さな緑の栽培テクニック  』　　日本放送出版協会

　 　　　－想いをのせて－

　サークル「ワイワイパッチワーク」の皆さ
んによるパッチワークキルト作品を展示しま
す。心をこめて作られたステキな作品の数々
を、ぜひご覧になってください。

　期間　１０月２６日（火）
                ～１１月３０日（火）
　※１１月１４日に一部作品を入れ替えます

　場所　図書館展示コーナー

　島根県立図書館が毎年発行している「おすすめした
いこどものほん」（2010年度版）の本を県立図書館か
ら借りて展示します。
　読み聞かせから豊かな一人読みの世界へ、子どもた
ちへ届けたい本のリストです。ぜひお子さんと一緒に
見に来てください。
（貸出はできませんので館内でご覧ください）

　期間　１０月１５日（金）～１１月７日（日）
　場所　図書館絵本コーナー

　１０月２７日～１１月９
日は読書週間です。今年の
標語は、「気がつけば、も
う降りる駅。」
　読書の秋、夢中になって
読める本に出会えるといい
ですね。

　子育て中の方・子育てに関心のある方を対象にした講
演会をおこないます。子どもの個性の受け止め方、育児
の楽しみや不安の軽減、子どもとのコミュニケーション
の工夫などについて、島根大学教授で子育てグループや
学生・教師を支援・指導してきた原広治氏にお話しいた
だきます。

　日時　１０月３０日（土）１０：３０～１１：３０
　場所　図書館研修室

主催：隠岐保健所　隠岐の島町図書館

　９月２５・２６日に開催したパッチワーク作
品展には、すてきな作品を見に４１３人もの
方々が来て下さり、とてもにぎやかな作品展と
なりました。
　作品展とあわせて行われたバザーの収益の一
部と、お世話になった方々へのお礼にかえて、
パッチワークキルト「絆」の方々より、図書
カードと浅田重子先生の著書を２冊頂きまし
た。
　図書館の資料の充実に役立たせていただきま
す。ありがとうございました。

・・パッチワーク作品展 盛況でした・・

・・子育て講演会 「１人１人の○○を大切にした子育て・子育ち」・・
　　　　　　　　　講師　原広治氏（島根大学教育学部FDセンター教授）

今月は大滝が
紹介します

暮らしに役立つ図書館講座


