
 

 

図書室だより ＷＩＮＤ 

   平成２９年２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 

 

 

             ２０１７年 ２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 

※ 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 

    

37908 わたしの容れもの 角田 光代∥著 幻冬舎 

37975 十津川警部 「初恋」 西村 京太郎 祥伝社 

37977 源氏物語 ５松風・薄雲・朝顔・少女 中村 博 JDC 

37988 遠い唇 北村 薫∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

37989 トットちゃんとソウくんの戦争 黒柳 徹子∥著/田原 総一朗∥著 講談社 

37993 罪の声 塩田 武士∥著 講談社 

37994 スローバラード 小路 幸也∥著 実業之日本社 

37998 三舟、奔る！ 仁木 英之∥著 実業之日本社 

38002 鋼のメンタル 百田 尚樹∥著 新潮社 

38083 西一番街ブラックバイト 石田 衣良∥著 文藝春秋 

38129 コーヒーが冷めないうちに 川口 俊和 サンマーク出版 

38144 しんせかい 山下 澄人 新潮社 

38011 ブラウン監獄の四季 井上 ひさし∥著 河出書房新社 

38014 歌川国芳猫づくし 風野 真知雄∥著 文藝春秋 

38015 手の中の天秤 桂 望実∥著 ＰＨＰ研究所 

38016 シュンスケ！ 門井 慶喜∥〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

38019 二重生活 小池 真理子∥〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

38021 蓬莱 今野 敏∥〔著〕 講談社 

38024 らくだ 佐伯 泰英∥著 文藝春秋 

38026 ぼくはこう生きている君はどうか 鶴見 俊輔∥著/重松 清∥著 潮出版社 

38029 かどわかし 鈴木 英治∥〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

38034 ターンオーバー 堂場 瞬一∥著 
角川春樹 

事務所 

38041 Ｑｒｏｓの女 誉田 哲也∥〔著〕 講談社 

38044 五年前の忘れ物 益田 ミリ∥〔著〕 講談社 

38107 ラブ・イズ・ザ・ベスト 佐野 洋子 新潮社 

38133 君の名は。 新海 誠 原作/加納 新太 著 KADOKAWA 

 
実用書 

    

37877 結んで作る素敵なマクラメアクセサリー  ブティック社 

37878 ゆーママの簡単！冷凍作りおき 松本 有美∥著 扶桑社 

37929 ひとさじのはちみつ 前田 京子∥著 マガジンハウス 



38051 １％の力 鎌田 實∥著 河出書房新社 

38088 
死ぬまでに行きたい！ 

世界の絶景体験編 
詩歩∥著 三才ブックス 

38090 ハーバードでいちばん人気の国・日本 佐藤 智恵∥著 ＰＨＰ研究所 

38099 
フランス人は１０着しか服を持たない ２ 

今の家でもっとシックに暮らす方法 

ジェニファー・Ｌ・スコット∥著/神崎 朗子∥

訳 
大和書房 

38102 サクサクわかるＷｉｎｄｏｗｓ １０ サクサクわかる編集部∥著 マイナビ出版 

38103 
どんなに体がかたい人でもベターッと開脚

できるようになるすごい方法 
Ｅｉｋｏ∥著 サンマーク出版 

38105 やめてみた。 わたなべ ぽん∥著 幻冬舎 

38113 Around 60 パリジェンヌ・スタイル ジュウ・ドゥ・ポゥム 主婦の友社 

  
マンガ 

  

38058 陰陽師玉手匣 ６ 岡野 玲子∥著/夢枕 獏∥原案 白泉社 

38134 君の名は。 01 新海 誠 原作/琴音 らんまる 漫画 KADOKAWA 

38135 君の名は。 02 新海 誠 原作/琴音 らんまる 漫画 KADOKAWA 

 児童書   

38117 くろくまレストランのひみつ 小手鞠 るい 金の星社 

38118 先生、しゅくだいわすれました 山本 悦子 童心社 

38121 ＮＥＷ日本の歴史 一 国成り立ち 大石 学 学研プラス 

37959 やさいのがっこう なかや みわ∥さく 白泉社 

37962 わかってるもん ひろかわ さえこ∥著 
ハッピーオウル

社 

38071 ばななくんがね‥ とよた かずひこ∥さく・え 童心社 

38074 わたしのそばできいていて リサ・パップ∥作/菊田 まりこ∥訳 ＷＡＶＥ出版 

38076 ちいさなじけん ふくしま はな∥絵/青山 花∥文 クレヨンハウス 

38077 じどうしゃブブブン 冬野 いちこ∥著 岩崎書店 

38081 えだまめきょうだい 苅田 澄子∥文/わたなべ あや∥絵 アリス館 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
《 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。 

 

 

 

      

「 トットちゃんとソウくんの戦争 」  

黒柳 徹子/田原 総一朗 著 

  

太平洋戦争が始まった。戦争は、何も知らない子ど

もの心まで深く傷つける。そして、私たちはそのこと

を身に染みて知っている 

最後の世代だ。だからこそ、私たちの戦争体験を、

平和のたいせつさを、この本でしっかりと語っておき

たい。 

戦争を知る最後の世代のふたりが語る戦争体験と

平和への願い。私たちの「戦争体験」と「戦争責任」

のすべてをお話しします。 


