
 

図書室だより ＷＩＮＤ  

   平成２８年６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 ６月  

日 月 火 水 木 金 土 

   １ ２ ３ ４ 

５ ６ 

 

おやすみ 

７ ８ ９ １０ １１ 

１２ １３ 

 

おやすみ 

１４ １５ １６ １７ １８ 

１９ ２０ 

 

おやすみ 

２１ ２２ ２３ ２４ ２５ 

 

 

２６ ２７ 

 

おやすみ 

２８ ２９ ３０   

※６，１３，２０，２７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 

    

37632 ヒトでなし 金剛界の章 京極 夏彦∥著 新潮社 

37682 まく子 西 加奈子 福音館書店 

37695 獅子吼 浅田 次郎 文藝春秋 

37696 暗幕のゲルニカ 原田 マハ 新潮社 

37697 
七五調 源氏物語４明石・澪標・蓬生・関

屋・絵合 
中村 博 JDC 出版 

37704 眩 朝井 まかて 新潮社 

37705 サブマリン 伊坂 幸太郎 講談社 

37708 また、同じ夢を見ていた 住野 よる 双葉社 

37709 バベル九朔 万城目 学 角川書店 

37521 おやすみ、テディ・ベア 上 
赤川 次郎 

 
角川書店 

37522 おやすみ、テディ・ベア 下 
赤川 次郎 

 

角川書店 

 

37528 男と女の交差点 神津 カンナ 集英社 

37529 憤怒のぬかるみ 佐藤 愛子 
集英社 

 

37538 トラッシュバスケット・シアター 岩井 俊二 角川文庫 

37548 小春日和 野中 柊 集英社文庫 

37607 末裔 絲山 秋子∥著 新潮社 

37609 グーグーだって猫である ６ 大島 弓子∥〔作〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

37611 目黒横恋慕殺人事件 風野 真知雄∥著 文藝春秋 

37614 八州探訪 佐伯 泰英∥著 新潮社 

37615 姉と弟 佐伯 泰英∥著 文藝春秋 

37618 川あかり 葉室 麟∥著 双葉文庫 

37622 世界最強の商人 
オグ・マンディーノ∥〔著〕/山川 紘矢∥訳/

山川 亜希子∥訳 
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

37626 天国でまた会おう 上 ピエール・ルメートル∥著/平岡 敦∥訳 早川書房 

37627 天国でまた会おう 下 ピエール・ルメートル∥著/平岡 敦∥訳 早川書房 

37660 廃墟のとき 明野 照葉 中央文庫 

37674 菜の花食堂のささやかな事件簿 碧野 圭 大和書房 

37677 大きな音が聞こえるか 坂本 司 KADOKAWA 

37679 私にふさわしいホテル 柚木 麻子 新潮社 

37703 ぼくは明日、昨日のきみと、デートする 七月 隆文 宝島社 

 

実用書 

 

  

37552 邪馬壹国からヤマト国へ 千城 央 サンライズ出版 



37555 
あなたがもし残酷な 100人の村の村人だ

と知ったら 
江上 治 経済界 

37556 ひとりぼっちの幸せ みつはし ちかこ イースト・プレス 

37608 江戸の旗本事典 小川 恭一∥〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

37637 目でみる１ｍｍの図鑑 こどもくらぶ∥編 東京書籍 

37639 つくおき ｎｏｚｏｍｉ∥〔著〕 光文社 

37670 その時、ラジオだけが聴こえていた 荒蝦夷 竹書房 

37671 夢は里山で 大場 一豊 
ブレイン・ワー

クス 

37689 お坊さんが教える「悟り」入門 長谷川 俊道 
ディスカヴァー・

トゥエンティワン 

37690 まんがで身につく孫子の兵法 長尾 一洋 著/久米 礼華 まんが あさ出版 

37692 ウドウロク 有働 由美子 新潮社 

37694 あの日 小保方 晴子 講談社 

  
児童書 

  
37488 いのちをいただく 

坂本 義喜∥原案/内田 美智子∥作/魚戸

おさむとゆかいななかまたち∥絵 
講談社 

37490 はらぺこソーダくん 岩田 明子∥著 佼成出版社 

37494 わたしが外人だったころ 鶴見 俊輔∥文/佐々木 マキ∥絵 福音館書店 

37647 
黒魔女の騎士ギューバッド ｐａｒｔ２ メリュ

ジーヌ、先生になる 
石崎 洋司∥作/藤田 香∥絵 講談社 

37648 
黒魔女の騎士ギューバッド ｐａｒｔ３ どん

なことでも、百発百中！ 
石崎 洋司∥作/藤田 香∥絵 講談社 

37652 ひつじの王さま 
オリヴィエ・タレック∥作/あさの あつこ∥

訳 
くもん出版 

37653 しょうじき５０円ぶん くすのき しげのり∥作/長野 ヒデ子∥絵 
廣済堂あかつ

き 

37656 とんでもない 鈴木 のりたけ∥作・絵 アリス館 

37658 いつだってともだち 内田 麟太郎∥作/降矢 なな∥絵 偕成社 

37687 メアリー・スミス アンドレア・ユーレン 光村教育図書 

 
 
 
 
 
 
 
 

図書室からこの一冊！ 「植物図鑑」 有川 浩 著 

 

6/4 から全国ロードショーが始まる映画、「植物図鑑」は 

仕事も私生活も思うようにいかず行き詰っている OL、”さやか”が 

マンションの前で倒れていた青年、”樹”を拾ったことから始まる 

ラブストーリー。重度の植物オタクな樹と野草狩りに野草料理… 

思わず外に出て野草観察をしたくなるような知識の中にしっかり 

胸をキュンとさせる展開が満載！映画を観る前にチェック！ 



 
《 新刊おすすめ本 》   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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） 

「 まく子 」 西 加奈子 著  

 

小さな温泉街に住む小学五年生の「ぼく」は、子どもと大人

の狭間にいた。ぼくは、猛スピードで「大人」になっていく女子

たちが恐ろしかった。そんなときコズエがやってきた。コズエは

「まく」ことが大好きだった。小石、木の実、ホースから流れ出

る水、なんだってまきちらした。そして彼女には、秘密があった。

彼女の口からその秘密が語られるとき、思いもかけない大きな優

しさに包まれる。 

世界が、そこで生きる人たちが、きっと愛おしくなる。誰し

もに訪れる「奇跡」の物語。 

  

 

 


