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松島町勤労青少年ホーム図書室      
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             ２０１７年 １月  

日 月 火 水 木 金 土 

１ 

 

おやすみ 

２ 

 

おやすみ 

３ 

 

おやすみ 

４ ５ ６ ７ 

８   ９ 

 

 

１０ 

 

おやすみ 

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 

※１～３，１０，１６，２３．３０日は休館となります。 

※１/１～１/３は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 

    

37982 何様 朝井 リョウ∥著 新潮社 

37985 四百三十円の神様 加藤 元∥著 講談社 

37990 ジャッジメント 小林 由香∥著 双葉社 

37992 九十歳。何がめでたい 佐藤 愛子∥著 小学館 

37996 東京會舘とわたし 上 旧館 辻村 深月∥著 毎日新聞出版 

37997 東京會舘とわたし 下 新館 辻村 深月∥著 毎日新聞出版 

38005 ラストナイト 薬丸 岳∥著 実業之日本社 

38008 陰陽師 玉兎ノ巻 夢枕 獏∥著 文藝春秋 

38082 おんなの城 安部 龍太郎∥著 文藝春秋 

38131 ナイルパーチの女子会 柚木 麻子 文藝春愁 

37835 オール・ユー・ニード・イズ・ラブ 小路 幸也∥著 集英社 

38018 燻り 黒川 博行∥〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

38022 カササギの計略 才羽 楽∥著 宝島社 

38025 
ＧＯＳＩＣＫｓ ２ ゴシックエス・ 

夏から遠ざかる列車 
桜庭 一樹∥〔著〕 角川書店 

38030 あきない世傳金と銀 ２ 早瀬篇 髙田 郁∥著 
角川春樹事務

所 

38031 錠前破り、銀太 田牧 大和∥〔著〕 講談社 

38036 すずの爪あと 乃南 アサ∥著 新潮社 

38038 潮鳴り 葉室 麟∥著 祥伝社 

38043 ５人のジュンコ 真梨 幸子∥著 徳間書店 

38050 江戸あわび 和田 はつ子∥著 
角川春樹事務

所 

38108 義民が駆ける 藤沢 周平 講談社 

38109 ずっとひとりのわけじゃない 唯川 恵 小学館 

38124 温室デイズ 瀬尾 まいこ 角川書店 

38125 いなくなれ、群青 河野 裕 新潮社 

 
実用書 

    

37812 天声美語 美輪明宏 講談社 

37864 「民意」の嘘 櫻井 よしこ∥著/花田 紀凱∥著 産経新聞出版 

37978 おんな領主 井伊直虎 渡邊 大門 KADOKAWA 

38087 女城主・井伊直虎 楠戸 義昭∥著 ＰＨＰ研究所 

38091 総理 山口 敬之∥著 幻冬舎 



38094 「揚げない」揚げもの 石原 洋子∥著 日本文芸社 

38095 大人のかけごはん  枻出版社 

38104 超一流の雑談力 安田 正∥著 文響社 

38111 自宅でできるライザップ 運動編  扶桑社 

  
マンガ 

  

37970 刑事ぶたぶた １ 安武 わたる/原作：矢崎 存美 宙出版 

37971 刑事ぶたぶた ２ 安武 わたる/原作：矢崎 存美 宙出版 

 児童書   

38053 
ちびまる子ちゃんの表現力をつけることば

教室 ２ ことばの力をさらにつけよう！！ 
さくら ももこ∥キャラクター原作 集英社 

38056 ブラック◆ダイヤモンド ４ 令丈 ヒロ子∥作/谷 朋∥画 岩崎書店 

38114 
パンダのポンポン パンパカパーン 

ふっくらパン 
野中 柊 作/長崎 訓子 絵 理論社 

38062 きょうはそらにまるいつき 荒井 良二∥著 偕成社 

38063 ゆびさきちゃんのだいぼうけん いわい としお∥著 白泉社 

38066 ど「どあい」の「ど」をみつけよう！ いざわ かつあき∥作/こやま ともこ∥絵 白泉社 

38067 あおいともだち 佐々木 マキ∥〔作〕 偕成社 

38075 ペネロペゆきあそびをする 
アン・グットマン∥ぶん/ゲオルグ・ハレンス

レーベン∥え/ひがし かずこ∥やく 
岩崎書店 

38078 ほげちゃんとこいぬのペロ やぎ たみこ∥作 偕成社 

38079 思い出のマーニー 
ジョーン・Ｇ・ロビンソン∥原作/米林 宏昌

∥監督 
徳間書店 

38120 こいぬいっぱいめちゃカワめいろブック  金の星社 

38132 大きな木のような人 いせ ひでこ 講談社 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
《 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） 

      

「 東京會舘とわたし (上)(下) 」 辻村 深月 著 

 

大正 11 年、丸の内に落成した国際社交場・東京會舘。 

海外ヴァイオリニストのコンサート、灯火管制下の結婚  

式、未知のカクテルを編み出すバーテンダー… 

“會舘の人々”が織り成すドラマが、読者の心に灯をと

もす。丸の内に誕生した華やかなる“社交の殿堂"。 

大正、昭和、平成という時代を情熱的に生きた人々を、

鮮やかな筆致で描き出す。 

直木賞作家が贈る、一つの建物の〈記憶〉を 

たどる長編小説。 


