
図書室だより ＷＩＮＤ 

   平成３０年６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 6 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 

 

おやすみ 

１９ ２０ ２１ ２２ ２３ 

２４ ２５ 

 

おやすみ 

２６ 

 

 

２７ ２８ ２９ ３０ 

 

※ ４,  1１, １８, ２５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     

38616 トップリーグ 相場 英雄∥著 角川春樹事務所 

38618 くちなし 彩瀬 まる∥著 文藝春秋 

38628 鶏小説集 坂木 司∥著 角川書店 

38780 チュベローズで待ってる ＡＧＥ２２ 加藤 シゲアキ∥著 扶桑社 

38781 チュベローズで待ってる ＡＧＥ３２ 加藤 シゲアキ∥著 扶桑社 

38782 インフルエンス 近藤 史恵∥著 文藝春秋 

38783 武士マチムラ 今野 敏∥著 集英社 

38787 代理人（エージェント） 本城 雅人∥著 実業之日本社 

38788 ノーマンズランド 誉田 哲也∥著 光文社 

38832 さよなら、田中さん 鈴木 るりか∥著 小学館 

38841 七五調 源氏物語１２ 椎元 ・ 総角 中村 博∥著 ＪＤＣ出版 

38551 まほろ駅前狂騒曲 三浦 しをん∥著 文藝春秋 

38669 正妻 上 林 真理子∥著 講談社 

38670 正妻 下 林 真理子∥著 講談社 

38754 路地裏のほたる食堂 〔２〕 ２人の秘密 大沼 紀子∥著 講談社 

38755 白金南蛮娘殺人事件 風野 真知雄∥著 文藝春秋 

38760 鳩の撃退法 上 佐藤 正午∥著 小学館 

38761 鳩の撃退法 下 佐藤 正午∥著 小学館 

38768 東京にオリンピックを呼んだ男 高杉 良∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

38769 八万遠（やまと） 田牧 大和∥著 新潮社 

38770 
ちどり亭にようこそ ３  

今朝もどこかでサンドイッチを 
十三 湊∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

38771 惑いの森 中村 文則∥著 文藝春秋 

38830 剣と十字架 佐伯 泰英∥著 双葉社 

38843 あきな世傳 金と銀 五 髙田 郁∥著 角川春樹事務所 

  実用書     

38476 はやうま一汁一菜 永田 智之∥著 主婦と生活社 

38792 珈琲の世界史 旦部 幸博∥著 講談社 

38794 シマエナガさんの１２カ月 
山本 光一∥著/河瀬 幸∥著 

三浦 大輔∥著 
河出書房新社 



 

 

38795 その調理、９割の栄養捨ててます！ 
東京慈恵会医科大学附属病院 

栄養部∥監修 
世界文化社 

38796 わたしのいつものごはん 栗原 はるみ∥著 ＮＨＫ出版 

38799 中学生棋士 谷川 浩司∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

38801 友情 
山中 伸弥∥著/平尾 誠二∥著 

平尾 惠子∥著 
講談社 

  児童書     

38802 こどもおしごとキャラクター図鑑 
給料ＢＡＮＫ∥作 

いとう みつる∥イラスト 
宝島社 

38809 走れ犬ぞり、命を救え！ 
メアリー・ポープ・オズボーン∥作 

食野 雅子∥訳 
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

38813 ぼくらの山の学校 八束 澄子∥作 ＰＨＰ研究所 

38836 神隠しの教室 山本 悦子∥作 童心社 

38716 しずくちゃん ２９ しずくの森のお正月 ぎぼ りつこ∥作 岩崎書店 

38717 パジャマでぽん！ くぼ まちこ∥作 アリス館 

38719 いそげ！きゅうきゅうしゃ 竹下 文子∥作/鈴木 まもる∥絵 偕成社 

38720 おやさいめしあがれ 
視覚デザイン研究所∥作 

高原 美和∥絵 

視覚デザイン 

研究所 

38721 マンボウひまな日 たけがみ たえ∥作 絵本館 

38722 帽子から電話です 長田 弘∥作/長 新太∥絵 偕成社 

38804 くまパンダものがたり ＤＡＩＧＯ∥作・絵 ワニブックス 

38815 灰屋灰次郎 灰はございー 飯野 和好∥作 アリス館 

38822 さあ、なげますよ 角野栄子/山村浩二作 文渓堂 

38824 もしも月でくらしたら 山本 省三∥作/村川 恭介∥監修 ＷＡＶＥ出版 

38767 叛徒 下村 敦史∥著 講談社 

38776 婚活中毒 秋吉 理香子∥著 実業之日本社 

38543 僕は小説が書けない 中村 航∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

38548 むすびや 穂高 明∥著 双葉社 

38567 デンジャラス 桐野 夏生∥著 中央公論新社 

38601 花咲舞が黙ってない 池井戸 潤∥著 中央公論社 

38656 僕とおじさんの朝ごはん 桂 望実∥著 中央公論新社 

38758 げんげ 佐伯 泰英∥著 文藝春秋 

38766 輝跡 柴田 よしき∥著 文藝春秋 

38807 信長のシェフ ２０ 梶川 卓郎∥著 芳文社 



《 おすすめ本 》  

                「 さよなら、田中さん 」   

鈴木 るりか 著 

 

田中花実は小学 6 年生。生まれたときから父を知らず、      

母は工事現場で肉体労働。貧しいけれども笑いの絶えない明るい親子

である。花実という名前の由来が、死んで花実が咲くものか、から 

取ったものだと知り、「死んで花実が」とはどういう意味かという 

問いに、「とにかく生きろってことだ」と答える母。どんなに厳しい

状況でも、強くたくましく「生きる」母娘の日常が、小学生の目線で

みずみずしく描かれている。 

作者は平成 15 年生まれ。小学館が主催する「12 歳の文学賞」   

史上初 3 年連続大賞受賞した。 

本書は、著者 14 歳の誕生日に刊行された小説デビュー作。 

 

 

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。） 


