
図書室だより ＷＩＮＤ

 ２０２０年 7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 
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※ 6，13，20，27 日は休館です。 

開館時間  平日 １０時 ～ １７時 ／ 土・日・祝 １０時 ～ １６時 

 

※ 新型コロナウィルスの影響により、開館時間・休館日が変更になる場合が 

あります。 
 

本の貸出は、ひとり 5 冊以内で 2 週間まで 

☆夏の課題図書は、今月下旬を予定しています☆ 



  
文  学 

    

39917 緋の河 桜木 紫乃∥著 新潮社 

39918 プルースト効果の実験と結果 佐々木 愛∥著 文藝春秋 

39922 記憶の盆をどり 町田 康∥著 講談社 

39924 黒武御神火御殿 三島屋変調百物語六之続 宮部 みゆき∥著 毎日新聞出版 

39926 キキ・ホリック 森 晶麿∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

39982 気がつけば、終着駅 佐藤 愛子∥著 中央公論新社 

40023 イマジン？ 有川 ひろ∥著 幻冬舎 

40027 いつかの岸辺に跳ねていく 加納 朋子∥著 幻冬舎 

40033 逃亡者 中村 文則∥著 幻冬舎 

40035 てんげんつう 畠中 恵∥著 新潮社 

39754 路地裏のほたる食堂 〔３〕  大沼 紀子∥著 講談社 

39807 細雨 藤原 緋沙子∥著 幻冬舎文庫 

39848 善人長屋 西條 奈加∥著 新潮文庫 

39936 ひりつく夜の音 小野寺 史宜∥著 新潮社 

39949 クローバーナイト 辻村 深月∥著 光文社 

39950 かくしごと承ります。 十三 湊∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

39951 時が見下ろす町 長岡 弘樹∥著 祥伝社 

39952 壁の男 貫井 徳郎∥著 文藝春秋 

39955 立夏の水菓子 山本 一力∥著 朝日新聞出版 

39956 
珈琲店タレーランの事件簿 ６ 

 コーヒーカップいっぱいの愛 
岡崎 琢磨∥著 宝島社 

39976 監督の問題 本城 雅人∥著 講談社文庫 

39986 任侠書房 今野 敏∥著 中公文庫 

39995 女盛りは不満盛り 内館 牧子∥著 幻冬舎 

40005 新・入り婿侍商い帖 千野 隆司∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

40010 あきない世傳金と銀 ８ 瀑布篇 髙田 郁∥著 角川春樹事務所 

  実用書 
    

40038 お医者さんと野菜屋さんが推奨したい一生健康サラダ 大塚 亮∥著 三空出版 

40043 宮城のトリセツ   昭文社 

39869 仙台の杜カフェ海カフェ 阿部 和美∥著 書肆侃侃房 

    

    
    

    

 

  

☆ 新着図書案内 ☆ 

（新刊の貸出は５冊中２冊まで） 



『きんぎょすくいめいじん』 

  まんが     

40039 信長のシェフ ２６ 梶川 卓郎 ∥著 芳文社 

  児童書     

39820 たったひとつのドングリが 

ローラ・Ｍ・シェーファー∥ぶん

アダム・シェーファー∥ぶん 

フラン・プレストン＝ガノン∥え 

評論社 

39903 めをとじてみえるのは 

マック・バーネット∥ぶん 

イザベル・アルスノー∥え 

まつかわ まゆみ∥やく 

評論社 

40051 
なっちゃんのなつ 

伊藤 比呂美∥文 

片山 健∥絵 
福音館書店 

40053 なつのもりのかぶとむし 
谷本 雄治∥文 

サトウ マサノリ∥絵 
文溪堂 

40057 きんぎょすくいめいじん 松成 真理子∥作 講談社 

40058 いつつごうさぎのきっさてん まつお りかこ∥作 岩崎書店 

40063 伊達政宗 佐々木 ひとみ∥著 岩崎書店 

40067 恐竜ガールと情熱博士と 祓川 学∥著 小学館 

40068 くらべてびっくり！やばい進化のいきもの図鑑 今泉 忠明∥著 世界文化社 

40069 おおきくしてはっけん！ざりがにのひみつ   ひさかたチャイルド 

40076 しょうがくせいのおばけずかん 斉藤 洋∥作 講談社 

40078 魔女ラグになれた夏 蓼内 明子∥著 ＰＨＰ研究所 

40079 小説ゆずのどうぶつカルテ １ 

伊藤 みんご∥原作・絵

辻 みゆき∥文 講談社 

40088 ネコ魔女見習いミルク ２ ねがいをかなえる宝物 

ポーラ・ハリソン∥作 

田中 亜希子∥訳 
小学館 

 

《今月の新着・児童書より》 

『伊達政宗』 『おおきくしてはっけん！ざりがにのひみつ』 

☆夏を楽しもう！☆

☆ 



『魔女ラグになれた夏』   

蓼内 明子 著 

 

三人姉妹の末っ子、小学６年生の岬(みさき)の 

ひと夏の心の成長の物語。 

２０２０年の夏休み。高校生の姉の家出、父の入院、

友だちとの関係・・・ 悩みはたくさんあるけれど、

岬は自分の弱さと向き合う決心をし、「魔女ラグ」のよ

うに勇気を出してある行動をとる。 

揺れ動く１０代の少女の心情をさわやかに描く。 

子どもの気持ちに寄り添ってくれる一冊。 

 

 

 

 

 

 

「 緋の河 」 桜木 紫乃 著 

           男として生を受けたひとりの少年が「きれいな女の人になりたい」と願う。 

家族に理解されず、世間からも冷たい視線を向けられ、偏見に苦しみなが 

らも美しさを追求し人生を切り拓いてゆこうとする主人公。 女性になりた

いという自身の思いを肯定的に受け止め、葛藤や試練の末に辿り着いた世界

とは──。美しい「自分」になるべく進むべき道をただ真直ぐに生きる。 

踊り子の「マコ」こと秀男の波乱万丈の半生を描いた物語。 

 

                

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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。） 


