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    平成３１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 

 

                   ２０１９年 ２月  

日 月 火 水 木 金 土 

   

 

 

  １ ２ 

３ ４ 

 

おやすみ 

５ ６ ７ ８ ９ 

１０ １１ 

 

 

１２ 

 

おやすみ 

１３ １４ １５ １６ 

１７ １８ 

 

おやすみ 

１９ ２０ ２１ ２２ ２３ 

２４ ２５ 

 

おやすみ 

２６ ２７ ２８   

 

※ ４, １２, 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 

    

39197 悪玉伝 朝井 まかて∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

39199 七つの試練 石田 衣良∥著 文藝春秋 

39205 骨を弔う 宇佐美 まこと∥著 小学館 

39208 信長の原理 垣根 涼介∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

39213 ふたりぐらし 桜木 紫乃∥著 新潮社 

39220 ある男 平野 啓一郎∥著 文藝春秋 

39221 傍流の記者 本城 雅人∥著 新潮社 

39225 愛なき世界 三浦 しをん∥著 中央公論新社 

39227 静かに、ねぇ、静かに 本谷 有希子∥著 講談社 

39228 緑のなかで 椰月 美智子∥著 光文社 

39166 灰色のパラダイス 赤川 次郎∥著 光文社 

39167 九紋龍 今村 翔吾∥著 祥伝社 

39168 神田堀八つ下がり 宇江佐 真理∥著 文藝春秋 

39173 九十九藤 西條 奈加∥著 集英社 

39174 空にみずうみ 佐伯 一麦∥著 中央公論新社 

39176 夏の雪 佐伯 泰英∥著 文藝春秋 

39178 でもいいの 佐野 洋子∥著 河出書房新社 

39179 夏の裁断 島本 理生∥著 文藝春秋 

39180 拳に聞け！ 塩田 武士∥著 双葉社 

39181 花だより 髙田 郁∥著 角川春樹事務所 

39184 きのうの影踏み 辻村 深月∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

39185 郷里松島への長き旅路 西村 京太郎∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

39186 プラチナタウン 楡 周平∥著 祥伝社 

39188 行方 春口 裕子∥著 双葉社 

39201 孤独のすすめ 五木 寛之∥著 中央公論新社 

  
実 用 書 

    

39231 昭和の怪物七つの謎 保阪 正康∥著 講談社 

39234 これからの住まい方、 

暮らし方 

主婦の友社∥編 主婦の友社 

39241 死ぬまで歩くには 

スクワットだけすればいい 

小林 弘幸∥著 幻冬舎 

39246 血圧を下げる最強の方法 渡辺 尚彦∥著 アスコム 



39250 ふたりのごはん 根岸 規雄∥著 

石原 洋子∥著 

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

39289 ＩＥＣＯＣＯＲＯ イエココロ  

宮城で建てる注文住宅 

村田 隆良 求人ジャーナル 

  
児 童 書 

    

38952 ローラとわたし キアラ・ヴァレンティーナ・セグレ∥文 

パオロ・ドメニコーニ∥絵 

杉本 あり∥訳 

徳間書店 

39073 わかったさんとおかしをつくろう！３

わかったさんのふんわりケーキ 

寺村 輝夫∥原文 

永井 郁子∥企画・構成・絵 

あかね書房 

39110 あま～いしろくま 柴田 ケイコ∥作・絵 ＰＨＰ研究所 

39120 このママにきーめた！ のぶみ∥さく サンマーク出版 

39259 おしりたんてい  

あやうしたんていじむしょ 

トロル∥さく・え ポプラ社 

39261 怪盗クイーン 

ブラッククイーンは微笑まない 

はやみね かおる∥作 

Ｋ２商会∥絵 

講談社 

39263 かいけつゾロリの 

ドラゴンたいじ ２ 

原 ゆたか∥さく・え ポプラ社 

39276 おいしいおひなさま すとう あさえ∥ぶん 

小林 ゆき子∥え 

ほるぷ出版 

39287 まんがで学ぶ百人一首 小尾 真∥著/杉山 真理∥絵 国土社 

 

 

 

 

 

子どもたちに大人気！ 

おしりたんてい シリーズ６巻目が 

入りました。 

 

 

 

 

 

トロル∥さく・え  ポプラ社 

 

 

 

『おしりたんてい 

あやうし たんていじむしょ』 

 

トロル∥さく・え  ポプラ社 

 



 
《 おすすめ本 》   
                 

               「 信長の原理 」   

垣根 涼介 著 

 

信長には幼少期から不思議に思い、苛立っていることがあった 

――どんなに兵団を鍛え上げても、能力を落とす者が必ず出てくる。

そんな中、蟻の行列を見かけた信長は、ある試みを行う。結果、恐れ

ていたことが実証された。確かに“この世を支配する何事かの原理”

が存在する。やがて案の定、家臣で働きが鈍る者、織田家を裏切る者

までが続出し始める。「何故おれは、裏切られ続けて死にゆくの

か。」・・・まだ見ぬ信長の内面を抉り出す、革命的歴史小説!   

第 160 回直木賞候補作。 

 

 

 

  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。） 


