
 

図書室だより ＷＩＮＤ 

   平成２９年 9 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 ９月  

日 月 火 水 木 金 土 

  

 

 

     １ ２ 

３ ４   

 

おやすみ 

５ ６ ７ ８ ９ 

１０ １１ 

 

おやすみ 

１２ １３ １４ １５ １６ 

１７ １８ 

 

 

１９ 

 

おやすみ 

２０ ２１ ２２ ２３ 

２４ ２５ 

 

おやすみ 

２６ ２７ ２８ ２９ ３０ 

※ ４，１１，１９，２５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 

    

38289 サンライズ・サンセット 山本 一力 双葉社 

38338 
七五調 源氏物語９ 若菜下

（二）・柏木 
中村 博 ＪＤＣ出版 

38425 銀の猫 朝井 まかて∥著 文藝春秋 

38426 孤道 内田 康夫∥著 
毎日新聞出

版 

38429 錆びた太陽 恩田 陸∥著 
朝日新聞出

版 

38430 トヨトミの野望 梶山 三郎∥著 講談社 

38433 四月になれば彼女は 川村 元気∥著 文藝春秋 

38434 夜の谷を行く 桐野 夏生∥著 文藝春秋 

38439 本を守ろうとする猫の話 夏川 草介∥著 小学館 

38445 月の満ち欠け 佐藤 正午 岩波書店 

38343 スペードの３ 朝井 リョウ∥〔著〕 講談社 

38346 江神二郎の洞察 有栖川 有栖∥著 東京創元社 

38351 小説ひるね姫 神山 健治 角川書店 

38352 ともにがんばりましょう 塩田 武士∥〔著〕 講談社 

38354 アンダーカバー 真保 裕一∥著 小学館 

38358 Ａ 中村 文則 
河出書房新

社 

38362 シューメーカーの足音 本城 雅人∥〔著〕 講談社 

38363 ちょっとそこまで旅してみよう 益田 ミリ∥〔著〕 幻冬舎 

38367 ジンリキシャングリラ 山本 幸久∥著 
ＰＨＰ研究

所 

38446 霧の果て 藤沢 周平 文藝春秋 

38447 驟り雨 藤沢 周平 新潮社 

38449 王になろうとした男 伊東 潤 文藝春秋 

 実用書  

 

 

  

38369 
１００歳の精神科医が見つけたこ

ころの匙加減 
髙橋 幸枝∥著 飛鳥新社    

38372 
父と私 田中 眞紀子∥著 

日刊工業新

聞社 

38375 老いる家崩れる街 野澤 千絵∥著 講談社 

38377 こうじ甘酒体に効くレシピ 大竹 真一郎∥監修 扶桑社 



38381 犬ぽんぽん ｔｒｉｋｏｔｒｉ∥著 
誠文堂新光

社 

 マンガ   

38245 信長のシェフ １７ 梶川 卓郎∥著 芳文社 

38282 ホタルノヒカリ 11 ひうら さとる 講談社 

38283 ホタルノヒカリ 12 ひうら さとる 講談社 

38334 三毛猫風ちゃんは子守猫 おたべ KADOKAWA 

38405 大奥 第１４巻 よしなが ふみ∥著 白泉社 

 児童書   

38406 もしも病院に犬がいたら 岩貞 るみこ∥作 講談社 

38407 ＳＩＮＧ シング 澁谷 正子∥著 小学館 

38413 へろへろおじさん 佐々木 マキ∥さく 福音館書店 

38416 フワフワ 
おおなり 修司∥文/高畠 那生∥

絵 
絵本館 

38417 だれかな？だれかな？ とよた かずひこ∥著 アリス館 

38420 １０９ひきのどうぶつマラソン のはな はるか∥作・絵 
ひさかたチ

ャイルド 

38423 しろいえほん もり こういちろう∥著 梓書院 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

児童書展示会お疲れ様でした！ 
 

7/21(金)～8/1(火)の期間、キッズルームにて開催した「児童書展示会」も今年で 3 回目。あ

いにくの天候が続く中、昨年以上に多くの方に足を運んでいただき、たくさんの本に触れてもら

うことができきました。 

また、同日から同じくキッズルームにて始まった七夕短冊飾りにも、願い事を短冊に書いて好

きなところに飾って楽しんでいただけました。たくさんの方にご参加いただきありがとうござい

ました！ 

 

宮城県図書館にご協力いただき展示した本の数は、昨年刊

行された児童書 400 冊。裸足で上がれるカーペットの上で、

本の読み聞かせをするご家族の方も。七夕の短冊飾りは来

年も予定しています。皆さまのご協力で楽しい企画になり

ました！来年もぜひご参加ください！ 



 
《 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。 

 

「 月の満ち欠け 」 佐藤 正午 著 

  

あたしは、月のように死んで、生まれ変わる── 

目の前にいる、この七歳の娘が、いまは亡き我が子だとい

うのか? 三人の男と一人の少女の、三十余年におよぶ人生、

その過ぎし日々が交錯し、幾重にも織り込まれてゆく。こ

の数奇なる愛の軌跡よ!  

さまよえる魂の物語は、戦慄と落涙、衝撃のラストへ。 

新たな代表作の誕生! 20 年ぶりの書き下ろし。 

157 回直木賞受賞作。 

 


