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松島町勤労青少年ホーム図書室      
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✉：Library@matsushima-wind.jp 
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             ２０１６年 ８月  

日 月 火 水 木 金 土 
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おやすみ 

２ ３ ４ ５ ６ 

 

７ ８ 

 

おやすみ 

９ 

 

１０ １１ １２ １３ 

１４ １５ 

    

おやすみ 

１６ 

  

１７ １８ １９ ２０ 

２１ ２２ 

    

おやすみ 

２３ ２４ ２５ ２６ ２７ 

 

 

２８ ２９                       

 

おやすみ 

３０ ３１ 

※1，８，１５． ２２．２９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     

37706 防諜捜査 今野 敏 文藝春秋 

37713 ままならないから私とあなた 朝井 リョウ∥著 文藝春秋 

37715 うめ婆行状記 宇江佐 真理∥著 朝日新聞出版 

37718 拳の先 角田 光代∥著 文藝春秋 

37719 バラカ 桐野 夏生∥著 集英社 

37722 鬼船の城塞 鳴神 響一∥〔著〕 
角川春樹   

事務所 

37723 海の見える理髪店 荻原 浩∥著 集英社 

37724 若様とロマン 畠中 恵∥著 講談社 

37729 真実の１０メートル手前 米澤 穂信∥著 東京創元社 

37815 スイム！スイム！スイム！ 五十嵐 貴久 双葉社 

37526 吸血鬼と死の天使 赤川 次郎 集英社 

37734 真夜中のパン屋さん 〔５〕 午前４時の 共犯者 大沼 紀子∥〔著〕 ポプラ社 

37736 妖談うつろ舟 風野 真知雄∥著 文藝春秋 

37737 いのち燃ゆ 北原 亞以子∥〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

37739 役者狩り 佐伯 泰英∥著 光文社 

37740 星籠の海 上 島田 荘司∥〔著〕 講談社 

37741 星籠の海 下 島田 荘司∥〔著〕 講談社 

37744 バタフライ 富樫 倫太郎∥著 祥伝社 

37745 はみだし御庭番無頼旅 鳥羽 亮∥著 祥伝社 

37748 陽炎の門 葉室 麟∥〔著〕 講談社 

37750 回天の門 上 藤沢 周平∥著 文藝春秋 

37751 回天の門 下 藤沢 周平∥著 文藝春秋 

37753 探偵の鑑定 １ 松岡 圭祐∥〔著〕 講談社 

37754 探偵の鑑定 ２ 松岡 圭祐∥〔著〕 講談社 

37794 山口瞳「男性自身」傑作選 熟年編 山口 瞳 新潮文庫 

 実用書   

37698 遅読家のための読書術 印南 敦史 ダイヤモンド社 

37699 幸せになる勇気 岸見 一郎 / 古賀 史健 ダイヤモンド社 

37701 大奥 第十三巻 よしなが ふみ 白泉社 

37712 東京百景 又吉 直樹 ヨシモトブックス 

37771 つなみ 5 年後の子どもたちの作文集 森 健 文藝春秋 

37772 体脂肪が落ちるトレーニング 石井 直方∥著/谷本 道哉∥著 高橋書店 

37773 少ない物ですっきり暮らす やまぐち せいこ∥著 ワニブックス 

37775 忙しい人のための“一品で”栄養バランスが取れるレシピ 河埜 玲子∥著 ＳＢクリエイティブ 

37778 エコクラフトで作る大人のかごバッグと小物  ブティック社 

37781 あたしンち ２１ けら えいこ∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 



37787 復興ごはん 
味の素グループ東京応援ふれあいの赤いエプロンプ

ロジェクト編 
小学館 

37813 暮らしの手帖とわたし 大橋 鎭子 暮らしの手帖社 

37814 るるぶ 仙台松島 宮城’１７ 金井 美由紀 ＪＴＢパブリッシング 

  児童書 

  37784 タラ・ダンカン １２〔上〕 魂の解放 ソフィー・オドゥワン＝マミコニアン∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

37785 タラ・ダンカン １２〔下〕 魂の解放 ソフィー・オドゥワン＝マミコニアン∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

37757 たまおくんはたまごにいちゃん あきやま ただし∥作・絵 鈴木出版 

37758 みずたまりちゃん 新井 洋行∥作 講談社 

37761 うめじいのたんじょうび かがくい ひろし∥作 講談社 

37763 しずくちゃん ２６ ホラーハウスへようこそ… ぎぼ りつこ∥作・絵 岩崎書店 

37767 妖怪バス旅行 広瀬 克也∥作 絵本館 

    
☆夏休み課題図書☆(1 人 1 冊、一週間まで) 

 小学校低学年の部 (1～2 年 )   

37796 
みずたまのたび アンヌ・クロザ∥さく/こだま しおり∥やく 西村書店  

東京出版  

37797 アリとくらすむし 島田  たく∥写真・文  ポプラ社  

37798 ひみつのきもちぎんこう ふじもと みさと∥作/田中  六大∥絵  金の星社  

 小学校中学年の部 (3～4 年 )   

37799 
木のすきなケイトさん Ｈ．ジョゼフ・ホプキンズ∥文 /ジル・マケ

ルマリー∥絵/池本  佐恵子∥訳  

ＢＬ出版  

37800 
さかさ町  Ｆ．エマーソン・アンドリュース∥作 /ルイ

ス・スロボドキン∥絵/小宮  由∥訳  

岩波書店  

37801 二日月  いとう みく∥作/丸山  ゆき∥絵  そうえん社  

37802 コロッケ先生の情熱！古紙リサイクル授業  中村  文人∥文  佼成出版社  

 小学校高学年の部 (5～6 年 )   

37803 ここで土になる 大西  暢夫∥著  アリス館  

37804 茶畑のジャヤ 中川  なをみ∥作  鈴木出版  

37805 大村智ものがたり 馬場  錬成∥著  毎日新聞出版  

37806 ワンダー Ｒ・Ｊ・パラシオ∥作/中井  はるの∥訳  ほるぷ出版  

 中学生の部    

37807 ＡＢＣ！曙第二中学校放送部  市川  朔久子∥著  講談社  

37808 生きる 森越  智子∥作/谷口  広樹∥絵  童心社  

 高等学校の部    

37809 タスキメシ 額賀  澪∥著  小学館  



37810 

ハーレムの闘う本屋  ヴォーンダ・ミショー・ネルソン∥著 /Ｒ・グ

レゴリー・クリスティ∥イラスト/原田  勝∥

訳  

あすなろ書房  

  

《 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） 
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「うめ婆行状記」 宇江佐 真理 著 

 

 北町奉行同心の霜降三太夫を卒中で亡くしたうめは、 

堅苦しい武家の生活から抜け出して一人暮らしを始める。 

“合点、承知” が口癖のうめは、気ままな独身生活を 

楽しもうと考えていたのだが、甥っ子の鉄平に隠し子が 

いることが露見。                   

大騒動となりうめは鉄平のためにひと肌脱ぐことを決意

するが……。 

 昨年急逝した著者の”遺作”に込められた家族愛、そして

夫婦愛を綴った最後の長編時代小説   

 


