
 

図書室だより ＷＩＮＤ 

   平成２８年１２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 １２月  

日 月 火 水 木 金 土 

    １ ２ ３ 

４ ５ 

 

おやすみ 

６ ７ ８ ９ １０ 

１１ １２ 

 

おやすみ 

１３ １４ １５ １６ １７ 

１８ １９ 

 

おやすみ 

２０ ２１ ２２ ２３ ２４ 

２５ ２６ 

 

おやすみ 

２７ ２８ ２９ 

 

おやすみ 

３０ 

 

おやすみ 

３１ 

 

おやすみ 

※５，１２，１９，２６．２９～３１日は休館となります。 

※１２/２９～１/３は年末年始の特別休暇となります。 

※ 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 

    

37902 帰郷 浅田 次郎∥著 集英社 

37925 リバース 湊 かなえ∥著 講談社 

37974 十津川警部 風の挽歌 西村 京太郎 角川春樹事務所 

37986 大きな鳥にさらわれないよう 川上 弘美∥著 講談社 

37995 老いも病も受け入れよう 瀬戸内 寂聴∥著 新潮社 

37999 おおあたり 畠中 恵∥著 新潮社 

38001 危険なビーナス 東野 圭吾∥著 講談社 

38006 代体 山田 宗樹∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

38009 イヤシノウタ 吉本 ばなな∥著 新潮社 

38084 猿の見る夢 桐野 夏生∥著 講談社 

37820 鼠、滝に打たれる 赤川 次郎∥〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

37830 光降る丘 熊谷 達也∥〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

37973 カットグラス 白川 道 文藝春秋 

38010 リストランテアモーレ 井上 荒野∥著 角川春樹事務所 

38012 退職歓奨 江上 剛∥著 実業之日本社 

38013 弾丸の眼 風野 真知雄∥〔著〕 幻冬舎 

38023 柳に風 佐伯 泰英∥著 文藝春秋 

38027 仮面同窓会 雫井 脩介∥〔著〕 幻冬舎 

38032 夢巻 田丸 雅智∥著 双葉社 

38039 虎徹入道 藤井 邦夫∥著 光文社 

38042 校閲ガール 宮木 あや子∥〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

38045 漁師の愛人 森 絵都∥著 文藝春秋 

38046 家族連写 森 浩美∥著 ＰＨＰ研究所 

 
実用書 

    

37858 人工知能は人間を超えるか 松尾 豊∥〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

37872 
２週間で人生を取り戻す！ 

勝間式汚部屋脱出プログラム 
勝間 和代∥著 文藝春秋 

37876 

殿堂入りレシピも大公開！ 

クックパッドの大人気おかず１０８ Ｐａｒｔ４ 

ご飯がすすむ！肉おかず編 

 扶桑社 

37880 成功は一日で捨て去れ 柳井 正∥著 新潮社 

38086 大世界史 池上 彰∥著/佐藤 優∥著 文藝春秋 



38089 お金の流れで見る戦国時代 大村 大次郎∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

38098 女の運命は髪で変わる 佐藤 友美∥著 サンマーク出版 

38100 まいにちのこどもニット  日本ヴォーグ社 

  
マンガ 

  

37889 信長のシェフ １５ 梶川 卓郎∥著 芳文社 

38060 鴻池剛と猫のぽんたニャアアアン！ 鴻池 剛∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

 児童書   

37979 アナと雪の女王 中井 はるの 講談社 

38054 きえた！？かいけつゾロリ 原 ゆたか∥さく・え ポプラ社 

37953 いちにちパンダ 大塚 健太∥さく/くさか みなこ∥え 小学館 

37964 トリックアートミステリートレイン 
北岡 明佳∥監修/ 

グループ・コロンブス∥構成・文 
あかね書房 

38064 ちかてつてっちゃん 井上 よう子∥作/尾崎 玄一郎∥絵 岩崎書店 

38068 みんなにゴリラ 高畠 那生∥作 ポプラ社 

38069 ひゃっくん 竹中 マユミ∥文・絵 偕成社 

38070 ぼくはイスです 長 新太∥さく 亜紀書房 

38072 ママのスマホになりたい のぶみ∥さく ＷＡＶＥ出版 

38080 どうぶつたちのクリスマスツリー 
ジャン・ウォール∥さく/レナード・ワイスガー

ド∥え/こみや ゆう∥やく 
好学社 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✿おはなしころころプレゼンツ✿ 

クリスマスおはなし会のお知らせ 

12月 17日(土) 10時 30分～ 勤労青少年ホーム２F 

お父さん、お母さん、お友だちをさそって見に行こう！ 

 

 ☆年末年始お休みのお知らせ☆ 

12月29日(木)～1月3日(火)まで勤労青少年ホームはお休みです。 

図書室再開は 1月 4日(水)からとなっております。 

お間違えのないようよろしくお願いします！ 



 
 
《 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） 

      

「 猿の見る夢 」 桐野 夏生 著 

 

薄井正明、59 歳。自分はかなりのクラスに属する人

間だ。大手一流銀行の出身、出向先では常務の席も見え

てきた。実家には二百坪のお屋敷があり、十年来の愛

人・美優樹との関係も良好。 

一方、最近は会長秘書の朝川のことが気になって仕方

ない。目下の悩みは社内での生き残りだが、そんな時、

会長から社長のセクハラ問題を相談される。 

還暦、定年、老後――終わらない男の姿を、 

現代社会を活写し続ける著者が衝撃的に描き切る! 


