
 

図書室だより ＷＩＮＤ 

   平成 30 年 1 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 

 

                     ２０１８年 １月  

日 月 火 水 木 金 土 
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おやすみ 
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９ 

 

おやすみ 

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    

※ １～３, ９, １５, ２２, ２９日は休館となります。 

☆ １／１～１／３は、年末年始の特別休館となります。 

※ 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 

    

38556 
七五調 源氏物語 10 横笛・鈴虫・夕霧・

御法・幻 
中村 博 ＪＤＣ出版 

38570 死の準備教育 曽野 綾子∥著 興陽館 

38572 ゴースト 中島 京子∥著 朝日新聞出版 

38579 標的 真山 仁∥著 文藝春秋 

38581 この世の春 上 宮部 みゆき∥著 新潮社 

38582 この世の春 下 宮部 みゆき∥著 新潮社 

38583 みみずくは黄昏に飛びたつ 村上 春樹∥語る/川上 未映子∥訊く 新潮社 

38584 ジョン・マン ６ 順風編 山本 一力∥著 講談社 

38606 満月の泥枕 道尾 秀介 毎日新聞出版 

38634 西郷どん！ 上 林 真理子 角川書店 

38522 書店ガール ６ 遅れてきた客 碧野 圭∥著 ＰＨＰ研究所 

38525 短編少年 
集英社文庫編集部∥編/朝井 リョウ∥著/

あさの あつこ∥著 
集英社 

38527 ぶぶ漬屋稲茶にございます 今井 絵美子∥著 
角川春樹事務

所 

38533 にらみ 佐伯 泰英∥著 新潮社 

38534 晩鐘 上 佐藤 愛子∥著 文藝春秋 

38535 晩鐘 下 佐藤 愛子∥著 文藝春秋 

38538 幻想の未来 筒井 康隆∥〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

38539 ＳＲＯ ６ 四重人格 富樫 倫太郎∥著 中央公論新社 

38542 
ちどり亭にようこそ ２ 夏の終わりのおく

りもの 
十三 湊∥〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

38554 パレートの誤算 柚月 裕子∥著 祥伝社 

38555 うに勝負 和田 はつ子∥著 
角川春樹事務

所 

38588 
真夜中のパン屋さん 〔６〕 午前５時の朝

告鳥 
大沼 紀子∥〔著〕 ポプラ社 

38590 Ｂｕｒｎ． 加藤 シゲアキ∥〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

38592 まるまるの毬 西條 奈加∥〔著〕 講談社 

38595 恋を積分すると愛 中村 航∥〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

38598 猫が見ていた 
湊 かなえ∥著/有栖川 有栖∥著/ 

柚月 裕子∥著 
文藝春秋 

38599 ９３番目のキミ 山田 悠介∥著 河出書房新社 



 実用書 
    

38471 ざんねんないきもの事典 続 
今泉 忠明∥監修/下間 文恵∥絵 

/フクイ サチヨ∥絵 
高橋書店 

38472 Ｅｘｃｅｌ最強の教科書 藤井 直弥∥著/大山 啓介∥著 ＳＢクリエイティブ 

38473 白崎茶会のあたらしいおやつ 白崎 裕子∥著 マガジンハウス 

38477 
材料２つｄｅ超簡単！Ｍｉｚｕｋｉのやみつき

おかず 
Ｍｉｚｕｋｉ∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

38478 もっと、やめてみた。 わたなべ ぽん∥著 幻冬舎 

38610 吉本せいの生涯 田村 巴 三栄書房 

38611 不都合な真実 アル ゴア 実業之日本社 

 マンガ 
  

38614 君たちはどう生きるか 吉野 源三郎∥原作/芳賀 翔一∥漫画 マガジンハウス 

38072 陰陽師玉手匣 7 岡野玲子 || 著/夢枕 獏 || 原案 白泉社 

 児童書 
  

38485 ピンクのドラゴンをさがしています あんびる やすこ∥著 岩崎書店 

38704 
摩訶不思議猫ムスビ 10 砂漠のアトラン

ティス 
池田 美代子∥作/尾谷 おさむ∥絵 講談社 

38495 そらの１００かいだてのいえ いわい としお∥〔作〕 偕成社 

38500 かわいこちゃん 高畠 じゅん子∥作 ＢＬ出版 

38509 おこらせるくん のぶみ∥さく ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

38514 もしかしてオオカミ！？ 
ヴェロニク・カプラン∥作 / グレゴワール・

マビール∥絵 / 石津 ちひろ∥訳 
岩崎書店 

38515 おいしゃさんがこどもだったとき 
中川 ひろたか∥文/丸山 誠司∥絵 

/吉澤 穣治∥医学監修 
保育社 

38516 ほうちょうさんききいっぱつ みやにし たつや∥作絵 教育画劇 

38519 はなくそにんじゃ よしむら あきこ∥作・絵・デザイン 教育画劇 

 
 
 
 
 
 
 



 
《 おすすめ本 》   
                   

「 この世の春 上・下 」 

 宮部 みゆき 著 

 

北見藩藩主の北見重興は、新参の伊東成孝に藩政を任せ切 

りにしており、「病重篤」を理由に代々の家老衆によって隠居 

させられる(「押込(おしこめ)」)。重興は藩主の別邸・五香 

苑の座敷牢に幽閉され、佞臣の成孝は切腹した。 

実は、この「押込」には裏があった。重興は記憶が途切れた 

り、不可解な言動をすることがあり、その原因が悪霊にあると 

考えた成孝は、真相を調べるため重興に近付いたようなのだ。 

作事方の家に生まれた多紀は、運命に導かれるように事件に巻 

き込まれ、医師の白田登、元江戸家老の石野織部らと、重興を 

救うため奔走することになる。 

 

 

 

 

 

 

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。 


