
 

図書室だより ＷＩＮＤ 

   平成２８年５月

 

松島町勤労青少年ホーム図書室      

ＴＥＬ  （022）３５４－４０３６ 

✉：Library@matsushima-wind.jp 

〒981-021５ 松島町高城字町 71 

 

 

             ２０１６年 ５月  

日 月 火 水 木 金 土 

１ ２ 

 

おやすみ 

３ ４ ５ ６ ７ 

８ ９ 

 

おやすみ 

１０ １１ １２ １３ １４ 

１５ １６ 

 

おやすみ 

１７ １８ １９ ２０ ２１ 

２２ ２３ 

 

おやすみ 

２４ ２５ ２６ ２７ ２８ 

２９ ３０ 

 

おやすみ 

３１     

※２，９，１６，２３,３０日は休館となります。 

※ 開館時間 平  日 １０ 時 ～ １８ 時  土・日・祝 １０ 時 ～ １６ 時 

※本の貸出は、ひとり 5 冊以内で 2 週間まで 

 

 



☆新着図書案内☆（新刊の貸出は５冊中２冊まで） 

  
文学 

    

37630 魔女の封印 大沢 在昌∥著 文藝春秋 

37631 坂の途中の家 角田 光代∥著 朝日新聞出版 

37633 犯人に告ぐ ２ 闇の蜃気楼 雫井 脩介∥著 双葉社 

37634 ズッコケ熟年三人組 那須 正幹∥著 ポプラ社 

37635 羊と鋼の森 宮下 奈都∥著 文藝春秋 

37636 幹事のアッコちゃん 柚木 麻子∥著 双葉社 

37645 この世にたやすい仕事はない 津村 記久子∥著 
日本経済新聞

出版社 

37646 大人の流儀 ５ 追いかけるな 伊集院 静∥著 講談社 

37680 岳飛伝  11  烽燧の章 北方 謙三 集英社 

37681 世界の果てのこどもたち 中脇 初枝 講談社 

37683 カエルの楽園 百田 尚樹 新潮社 

37684 Ａではない君と 薬丸 岳 講談社 

37524 一日だけの殺し屋 赤川 次郎 角川書店 

37531 沃野の伝説 上 内田康夫 徳間書店 

37532 沃野の伝説 下 内田康夫 徳間書店 

37536 有川浩 脚本集 もう一つのシアター！ 有川 浩 
メディアワーク

ス文庫 

37539 今日もごちそうさまでした 角田 光代 新潮文庫 

37540 爺いとひよこの捕物帳 七十七の傷  風野 真知雄 幻冬舎文庫 

37542 会いたかった人 小池 真理子 祥伝社文庫 

37549 光と影の誘惑 貫井 徳郎 集英社文庫 

37596 悲しみのイレーヌ ピエール・ルメートル∥著/橘 明美∥訳 文藝春秋 

37610 鴨川食堂いつもの 柏井 壽∥著 小学館 

37616 惜櫟荘だより 佐伯 泰英∥著 岩波書店 

37617 旅立ノ朝（あした） 佐伯 泰英∥著 双葉社 

37620 そして生活はつづく 星野 源∥著 文藝春秋 

37621 世界でいちばん長い写真 誉田 哲也∥著 光文社 

37623 のんのんばあとオレ 水木 しげる∥著 筑摩書房 

37624 ジェームズ・ボンドは来ない 松岡 圭祐∥〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

37625 ぶたぶたの甘いもの 矢崎 存美∥著 光文社 

37628 穢れた方程式 Ｊ・Ｄ・ロブ∥著/青木 悦子∥訳 
ヴィレッジブック

ス 

37629 恋文の樹 和田 はつ子∥著 小学館 

37661 リカ 五十嵐 貴久 幻冬舎 

37662 ピース 樋口 有介 中央文庫 

37675 鉄砲狩り 佐伯 泰英 光文社 



37678 生活安全課０係 ファイヤーボール 富樫 倫太郎 祥伝社 

 

実用書 

 

  

37553 震災復興に挑む、キリンの現場力。 ソーシャルイノベーション研究会 
日経 BP コンサ

ルティング 

37554 大丈夫、あなたの心は必ず復活する 橋本 翔太 KADOKAWA 

37638 服を買うなら、捨てなさい 地曳 いく子∥著 宝島社 

37640 一生作り続けたい肉・魚のおかず 田中 伶子∥著 主婦と生活社 

37641 かんたんがおいしい！ 足立 洋子∥著 新潮社 

37642 ａｋｉｉｃｏ ｈａｉｒ ｄｉａｒｙ 田中 亜希子∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

37643 ストレッチ・メソッド 谷本 道哉∥著/石井 直方∥著 高橋書店 

37644 中国嫁日記 ４ 井上 純一∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

37663 
9割がバイトでも最高のスタッフに育つディ

ズニーの教え方 
福島 文二郎 中経出版 

37672 山を聴く 岸田 紀雄 
ブレイン・ワー

クス 

37688 ゲスな女が、愛される。 心屋 仁之助 廣済堂出版 

37691 しろくまカフェ ヒガ アロハ 小学館 

  
児童書 

  37374 パスワード UMA 騒動 松原 秀行 講談社 

37375 パスワード猫耳探偵まどか 松原 秀行 講談社 

37649 キキに出会った人びと 角野 栄子∥作/佐竹 美保∥画 福音館書店 

37650 ちびまる子ちゃんの暗誦百人一首 
米川 千嘉子∥著/さくら ももこ∥キャラク

ター原作 
集英社 

37651 はなかっぱうみのぼうけん あきやま ただし∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

37654 きんきゅうしゃりょう こわせ もりやす∥〔作〕 偕成社 

37655 どこ？どこ？ さつき ねむ∥作・絵 教育画劇 

37657 たったたった ふじわら こういち∥しゃしん・ぶん 新日本出版社 

37659 でんしゃがはしる 山本 忠敬∥さく・え 福音館書店 

37685 おやすみでんしゃ 木戸 直子 交通新聞社 

37686 コロッケです。 西村 敏雄 
学研マーケティ

ング 

 
 
 
 
 
 



 
《 おすすめ本 》   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

閉館後の返却について  

図書室閉館後、事務室窓口にて受付しています。  

平日   午後７時００分まで  

土日・祝 午後５時００分まで 

なお、休館日の受付は行っておりません。  

開館中は図書室にご返却ください。 

☆ご理解とご協力の程よろしくお願い致します☆  

 

本の予約及びリクエストについて 
○図書室の所蔵の本で貸出中の場合は、「図書予約カード」にて 

予約することができます。 

○図書室に所蔵のない本に関しては、「リクエストカード」にて 

記入して下さい。（ただし、ご要望に添えない場合もあります） 

      

「 カエルの楽園 」 百田 尚樹 著  

 

安住の地を求めて旅に出たアマガエルのソクラテスとロベ

ルトは、豊かで平和な国「ナパージュ」に辿り着く。そこでは心

優しいツチガエルたちが、奇妙な戒律を守って暮らしていた。だ

がある日、平穏な国を揺るがす大事件が起こる――。平和とは何

か。 

愚かなのは誰か。大衆社会の本質を衝いた、寓話的「警世の

書」。 

 

 


