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学べるマンガ１００冊　人生と勉強に効く

田中瑞波∥監修

いまそこにいる君は　十字路が見える

ＤＶＤではじめるフラ上達のポイント５０

メイツ出版

社会人としての言葉の流儀

佐渡島庸平∥ほか著 文芸春秋

ダイヤモンド社

ラクする台所　毎日毎日ご飯を作る、８人の台所にまつわる物語

人気ハンドメイド作家になりたい人が読む本

あらゆる販促を成功させる「Ａ４」１枚アンケート実践バイブル 岡本達彦

創元社

果てなき便り

安全・快適車中泊マニュアル　カーネル特選！
かごと器を編む竹細工　上達のポイント
歌でおぼえる寺子屋くずし字入門「小野篁歌字尽」 杉村卓二

地球丸

ペンコム渡川修一　小西イサオ１人でできる！３日で完成！事例で学ぶ１分間ＰＲ動画ラクラク作成ハンドブック

農山漁村文化協会自然農法国際研究開発センター∥編

有機農産物普及・堆肥化推進協会∥編 合同出版

技術評論社
主婦と生活社

一田憲子

ＡＲＥＮＳＫＩ

マイナビ出版

こんなところにいたの？　じっくり探すと見えてくる動物たちのカモフラージュ

高齢者施設お金・選び方・入居の流れがわかる本

老けない血管になる腸内フローラの育て方
やってみませんかダンボールコンポスト　生ごみを土に還してやさしい生活

いちばんやさしい６０代からのＬＩＮＥ

成山堂書店

増田由紀

翔泳社

日経ＢＰ社

太田差惠子

日本藻類学会∥編海藻の疑問５０
ネイチャー＆サイエンス∥編集

手話単語力アップ３週間プログラム 主婦の友社∥編 主婦の友社

誠文堂新光社
池谷敏郎

主婦の友社∥編

青春出版社

暮らしやすい「間取り」づくりのヒント　１００以上のパターンから学べる決定版

書　い　た　人 出版社本　の　名　前

英和出版社新定番！無料ソフトプレミアムバイブル
福沢諭吉の『学問のすゝめ』 橋本治 幻冬舎

大橋鎮子

アスコム

暮しの手帖社

経士会中小企業診断士チーム∥ほか編著

山口敬之

ＬＧＢＴｓの法律問題Ｑ＆Ａ 大阪弁護士会人権擁護委員会性的指向と性自認に関するプロジェクトチーム

「暮しの手帖」とわたし

横山光昭

総理 幻冬舎
中小企業のための補助金・助成金徹底活用法 同友館

弁護士会館ブックセンター出版部ＬＡＢＯ

くらべる東西 おかべたかし∥文　山出高士∥写真 東京書籍

・・・　新 刊 本 紹 介　・・・

主婦の友社

はじめての人のための３０００円投資生活

大人のヘアスタイルＢＯＯＫ

岩波書店津村節子

帰郷

世界文化社

これならできる！自家採種コツのコツ　失敗しないポイントと手順

北方謙三

アンマーとぼくら 有川浩 講談社

中島ハルコはまだ懲りてない！ 林真理子 文芸春秋
葉室麟

真贋 双葉社今野敏
歌姫メイの秘密 伊藤たかみ

東京書籍

メイツ出版

浅田次郎
新潮社

川村二郎

清水せい子∥監修

夏井いつきの超カンタン！俳句塾　才能アリ！俳句の作り方。 夏井いつき

落陽 朝井まかて 祥伝社
集英社

陸王 池井戸潤 集英社

新潮社

徳間書店

講談社

おおあたり 畠中恵 新潮社
宮部みゆき希望荘

小路幸也ストレンジャー・イン・パラダイス 中央公論新社

西村賢太
月村了衛

白石一文

集英社

小学館

飛鳥ⅡＳＯＳ

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

蠕動で渉れ、汚泥の川を
西村京太郎

小学館

講談社

近藤史恵

谷村志穂

橋本治

宮本輝
金子兜太
田川清

スティグマータ

記憶の渚にて
大沼ワルツ
水戸黄門　天下の副編集長

津軽双花

光文社
中央公論新社

新潮社
埼玉福祉会
中日出版

お春

長流の畔（ほとり）
金子兜太の俳句入門　鑑賞する楽しみつくる愉しさ
建武の新政後醍醐天皇ときららの殿千種忠顕卿

Let's 理科読 

のつくったものがたり 
よるとしょ 

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 
http://www.town.okinoshima.shimane.jp/www/genre/1427787223504/ 

e-mail：s-tosho@town.okinoshima.shimane.jp 

 紹介しているのは７月に入った新刊の一部で
す。他にもたくさん入りましたのでチェックし
てみてください。 

 図書館にない本が読みたいときには、リク
エストをしてください。他の図書館から借り
るか、購入してお届けします。 

隠 岐 の 島 町 図 書 館 通 信 

２０１６．８ vol.１３５ 

百人一首とかるたが入りました！ 
 

 読み上げCD付きの百人一首と、ぐりとぐらの 

かるたが新しく入りました。 

 百人一首はカウンターにありますので、 

ご利用される場合は職員までお声がけください。 

 かるたはおはなしの部屋にありますので、 

今までと同じように部屋でご自由に使うことが 

できます。 

 どちらも貸出期間は1週間です。 

 ８月２７日（土）は図書館を夜9時まで開館して

よるとしょを開催します。 

 18時以降には以下のイベントを行います。 

  

★よるとしょ カフェ･ボッサ 
  ボサノヴァの人気曲をフルートを中心に10曲ほど

演奏します。テナーサックスも少し演奏しますよ♪ 

演奏：B.J.L（五箇診療所 川﨑利博先生） 

時間：18時～19時 

場所：図書館 研修室 

  

★としょカフェ 

  1人50円でおかわり自由です。 

時間： 18時～21時 

場所： 雑誌コーナー 

 海の水はどうしてからい？ 雨はどうやってで

きるのだろう？ 実験を織り交ぜながら科学の本

を楽しく紹介します。 

 子どもはもちろん大人も楽しめる内容ですので、

皆さまぜひお越しください。 

 

講師： 土井美香子氏 

     （NPO法人ガリレオ工房理事） 

    阿部國廣氏 

     （島根県地学会幹事） 

対象： 全年齢 

日時： ８月２０日（土）10:00～／14:00～    

           （2講演とも同内容） 

場所： 隠岐の島町図書館 研修室 

  

共催： 隠岐ユネスコ世界ジオパーク推進協議会 

協力： 隠岐自然保護官事務所 



★展示コーナー ★特集コーナー

★えほんコーナー

８月 ９月 定例行事
○はじめてのえほん　毎週日曜日　10：30～
○ボランティアグループ　おはなしのへや  

毎週土曜日　15：00～
○おもちゃのへや　毎週金曜日　14：00～16：00
○民話を語る会　第1日曜　14:00～
　《9月は都合により11日（日）に開催します》

○隠岐アゴラ　第2土曜　14:30～
○ボランティアグループ　おはなしクローバー

第４土曜　14:30～

・・・開館日カレンダー・・・

・・・　７月の図書館　・・・

比　　　較 654 2 ▲ 158 ▲ 15

≪　おばけだぞ～ ≫

・・・ 展 示 コ ー ナ ー ＆ 特 集 コ ー ナ ー ・・・

≪ うさぎの和風人形展　≫

・・・７月 の 利 用 状 況 報 告 ・・・

≪　 「山の日」にちなんで  ≫

28　年　度
27　年　度

入館者数
6,252
5,598

貸出人数
1,511
1,509

貸出冊数
6,643
6,801

登録者数
15

・・・７月 に よ く 読 ま れ た 本  ベスト１０・・・

・・・ 図書館職員オススメの一冊 ・・・

30

１位 殺される理由          雨宮町子        徳間書店 
２位 隠岐の文化財５         隠岐島前教育委員会   隠岐島前教育委員会 
２位 妻は多重人格者 ノンフィクション手記 花田深      創美社／集英社 
２位 新釈 にっぽん昔話       乃南アサ        文芸春秋 
２位 下ごしらえ５分！ ほったらかしスピードおかず ほりえさちこ 主婦の友社 
２位 東京帝大叡古教授        門井慶喜        小学館 
２位 天才              石原慎太郎       幻冬舎 
２位 カエルの楽園          百田尚樹        新潮社 
２位 海の見える理髪店        荻原浩         集英社 
２位 ポイズンドーター・ホーリーマザー 湊かなえ       光文社 

『新冒険手帳 決定版』 かざまりんぺい著 主婦と生活社 
 

子どものころ冒険小説を読んで、もしも自分が無人島に流されたら…なんて想像したこ

とはないでしょうか。日頃使っている便利な道具もなく、助けが来るまでどうやって生き

のびればいいのか。 

この本では、そんな状況で生きのびる方法が書かれています。マッチやライターなしで

の火おこし、水の濾過、鳥やうさぎのさばき方、ロープやナイフの使い方など、基本的な

サバイバル方法から、いろいろなモノの作り方、例えば石斧、魚をとるしかけ、ツリーハ

ウス、野外トイレ、簡易ボートなど…それも作るの！？というようなものもあったりしま

す。また、サバイバルほど極端な状況でなくても、キャンプの時や、地震などの災害時に

使えるテクニックもあります。 

これが役に立つような状況にはならないのが一番ですが、万が一のときのため知ってお

いて損はない、というか正直読み物としてもいろいろ想像できてワクワクする本です。 

実際にできるのかどうか、この夏休みに家族で試してみてもいいかもしれませんね。 

今月は藤原が 
紹介します！ 

るか、購入してお届けします。 

色の日は休館日 

 今年から祝日として制定された「山
の日」。「山に親しむ機会を得て、山
の恩恵に感謝する日」にふさわしい本
を選びました。 

 夏といえばおばけのお話。

ゆかいでかわいいお話、いろ

いろあります。 

 町内在住の池本さんの制作されたうさ

ぎの人形やローソク島の絵などが展示さ

れています。 

期間：9月30日（金）まで 

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

 
 

 ７月２日（土）にたなばた会を開催しまし

た。ブラック紙芝居「すてきな三にんぐみ」

や大型絵本「きんぎょがにげた」「へんしん

トンネル」を読み、工作ではおりがみで織姫

と彦星を作り、お願いごとを短冊に書いて笹

に飾りました。 

 「きんぎょがにげた」では、みんなあっち

こっちときんぎょを探し当てていました。 

調べ学習講座 

隠岐をとことん調べよう2016 
in 塩浜 

 

 ７月１０日（日）に小学校４～６年生を対

象にした調べ学習講座を開催しました。 

 今年は塩浜でジオパーク推進協議会・自然

保護官事務所の方たちと石や植物、生き物な

どを観察し、図書館に戻ってから調べ学習や

自由研究の進め方を司書が中心となってレク

チャーしました。 

放送大学公開講座 美術に親しむⅢ 

 
 

 ７月３日（日）は放送大学島根学習セン

ター長の佐々有生氏を講師に迎え放送大学公

開講座が開催されました。 

 講座は佐々先生が1月にフランス北部で撮影

した写真・動画を見ながら、モネの足跡を辿

るものでした。モネの描いた風景の面影を残

す街並みや自然を見て作品を鑑賞すると、そ

の表現の奥深さを改めて感じました。 

第２・３回 竹島学習会 

読んで話して広がる竹島 
 

 ７月２日（土）と２４日（日）に竹島学習会

が開催され、第２回は常角敏氏に「サンフラン

シスコ平和条約と竹島」について、第３回は吉

田貴弘氏・藤井賢二氏に「平和的解決と国際司

法裁判所」についてそれぞれお話いただきまし

た。 

 多くの方が参加されて、非常に関心の高い内

容でした。 

 第4回目は8月28日（日）13時30分から開催さ

れます。 


