
 

図書室だより ＷＩＮＤ 

   平成２９年５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 ５月  

日 月 火 水 木 金 土 

   １ 

 

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 

    

38140 
七五調源氏物語６ 玉鬘・初音・胡蝶・蛍・

常夏・篝火・野分 
中村 博 JDC 出版 

38154 本バスめぐりん。 大崎 梢∥著 東京創元社 

38159 総選挙ホテル 桂 望実∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

38163 氷の轍 桜木 紫乃∥著 小学館 

38164 望み 雫井 脩介∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

38166 よるのばけもの 住野 よる∥著 双葉社 

38293 騎士団長殺し :第 1 部 顕れるイデア編 村上 春樹 新潮社 

38294 騎士団長殺し :第 2 部 遷ろうメタファー編 村上 春樹 新潮社 

38295 いまさら翼といわれても 米澤 穂信 KADOKAWA 

38298 がん消滅の罠 完全寛解の謎 岩木 一麻 宝島社 

38312 果鋭 黒川 博行 幻冬舎 

38146 春風伝 葉室 麟 新潮社 

38149 漆黒の霧の中で 藤沢 周平 新潮社Ａ 

38177 吾輩も猫である 
赤川 次郎∥著/新井 素子∥著/石田 衣

良∥著 
新潮社 

38180 ヘビメタ中年！ 荒木 源∥著 小学館 

38183 武士の職分 上田 秀人∥〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

38186 標的はひとり 大沢 在昌∥〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

38189 燃える川 風野 真知雄∥〔著〕 幻冬舎 

38192 鍵のことなら、何でもお任せ 黒野 伸一∥著 徳間書店 

38196 風葬 桜木 紫乃∥著 文藝春秋 

38197 オサキと江戸のおまんじゅう 高橋 由太∥著 宝島社 

38199 寺侍市之丞西方の霊獣 千野 隆司∥著 光文社 

38207 黒猫の約束あるいは遡行未来 森 晶麿∥著 早川書房 

38209 お奉行、水がありません！ 山本 雄生∥著 
リンダパブリッ

シャーズ 

38270 高校入試 湊 かなえ KADOKAWA 

38301 
阿蘭陀(おらんだ)おせち―料理人季蔵捕

物控 
和田 はつ子 

角川春樹事務

所 

38314 彼らが本気で編むときは､ 荻上 直子 PARCO 出版 

38315 鴨川食堂 おまかせ 柏井 壽 小学館 

38317 出版禁止 長江 俊和 新潮社 

38318 ファミリーラブストーリー 樋口 卓治 講談社 

 
実用書 

    

38213 醜い日本の私 中島 義道∥〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 



38236 
クックパッド☆栄養士のれしぴ☆のおいし

いキッチン♪ ２ 
上地 智子∥〔著〕 宝島社 

38242 世界一伸びるストレッチ 中野 ジェームズ修一∥著 サンマーク出版 

38247 雑談力 百田 尚樹∥著 ＰＨＰ研究所 

38260 文房具図鑑 山本 健太郎 いろは出版 

38263 それぞれの時を紡いで 櫻井 みや子 ﾌﾞﾚｲﾝ・ﾜｰｸｽ 

  
マンガ 

  

38243 鴻池剛と猫のぽんたニャアアアン！ ２ 鴻池 剛∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

38274 ホタルノヒカリ 3 ひうら さとる 講談社 

38275 ホタルノヒカリ 4 ひうら さとる 講談社 

 児童書   

38119 
マンガでわかる！１０才までに覚えたい言

葉１００ 
高濱 正伸 永岡書店 

38255 ハルとカナ ひこ・田中∥作/ヨシタケ シンスケ∥絵 講談社 

38065 
しずくちゃん ２７ アルバイト★ゴー！ゴ

ー！ 
ぎぼ りつこ∥作・絵 岩崎書店 

38217 おひるねしましょ 
フィリス・ゲイシャイトー∥ぶん/デイヴィッド・

ウォーカー∥え/福本 友美子∥やく 
岩崎書店 

38221 あかりをつけたら？ かしわら あきお∥さく 東京書店 

38224 かこちゃんはひとりっこ 石津 ちひろ∥さく/高畠 那生∥え 好学社 

38262 ちかしつのなかで 横須賀 香 BL 出版 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

春のブックラリー開催中！ 

 

ルールをまもって本を 10 冊読もう! 

スタンプを 10 こあつめたら、ぷちプレゼントがもらえるよ! 

スタンプは本を返した時に押すよ!! 

 

対象  幼児～小学生 

 期間  4 月 15 日（土）～5 月 21 日（日） 

 

 



 
《 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。 

 

 

 

      

「 騎士団長殺し :第 1 部 顕れるイデア編 」 

   村上 春樹 著  

その年の五月から翌年の初めにかけて、私は狭い谷間

の入り口近くの、山の上に住んでいた。夏には谷の奥の

方でひっきりなしに雨が降ったが、谷の外側はだいたい

晴れていた……それは孤独で静謐な日々であるはずだっ

た。騎士団長が顕(あらわ)れるまでは。 

妻との離婚話しから自宅を離れ、日本画家のアトリエ

に借り暮らしすることになった肖像画家の主人公は、ア

トリエの屋根裏で『騎士団長殺し』というタイトルの日

本画を発見する。 

『1Q84』から 7 年――、 待ちかねた書き下ろし本格

長編。 

 


