
夏のブックラリー  ８月３０日(日)まで 

 

☆スタンプを１０コあつめたら、ぷちプレゼントがもらえるよ！ 

 

図書室だより ＷＩＮＤ 

    ２０２０年８月

松島町勤労青少年ホーム図書室      
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✉：Library@matsushima-wind.jp 
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※ ３, １1, １７, ２４，３１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 週間までです。 

☆新着図書案内☆（新刊の貸出は５冊中２冊まで） 

 

 文  学   

39981 恋糸ほぐし 田牧 大和∥著 実業之友社 

40020 輪舞曲（ロンド） 朝井 まかて∥著 新潮社 

40021 流人道中記 上 浅田 次郎∥著 中央公論新社 

40022 流人道中記 下 浅田 次郎∥著 中央公論新社 

40024 逆ソクラテス 伊坂 幸太郎∥著 集英社 

40025 父と私の桜尾通り商店街 今村 夏子∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

40026 ドミノｉｎ上海 恩田 陸∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

40028 罪人の選択 貴志 祐介∥著 文藝春秋 

40029 オカシナ記念病院 久坂部 羊∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

40030 わかれ縁 西條 奈加∥著 文藝春秋 

39973 虚ろ舟 宇江佐 真理 講談社文庫 

39974 金の諍い 上田 秀人∥著 角川春樹事務所 

39977 山猫珈琲 上巻 湊 かなえ∥著 双葉文庫 

39978 山猫珈琲 下巻 湊 かなえ∥著 双葉文庫 

39988 禁断 今野 敏∥著 徳間文庫 

39991 活動寫眞の女 浅田 次郎∥著 双葉社 

39992 ７デイズ・ミッション 五十嵐 貴久∥著 ＰＨＰ研究所 

39996 横濱エトランゼ 大崎 梢∥著 講談社 

39997 ぷかぷか天国 小川 糸∥著 幻冬舎 

39999 酒合戦 佐伯 泰英∥著 文藝春秋 

40004 嫁の家出 中得 一美∥著 実業之日本社 

40006 鯖猫長屋ふしぎ草紙 ７ 田牧 大和∥著 ＰＨＰ研究所 

40007 移植医たち 谷村 志穂∥著 新潮社 

40008 図書室のピーナッツ 竹内 真∥著 双葉社 

40013 夜更けのおつまみ 東山 彰良, 吉川 トリコ ほか∥著 ポプラ社 

40015 ディア・ペイシェント 南 杏子∥著 幻冬舎 

40016 草花たちの静かな誓い 宮本 輝∥著 集英社 

40018 ペンギン・ハイウェイ 森見 登美彦∥著 角川文庫 

 実用書   

39983 かみさまは中学1年生 すみれ∥著 サンマーク出版 

40037 フライパンひとつで何つくる？ 井原 裕子∥著 成美堂出版 

40041 本物そっくり！ミニチュアスイーツ＆フード大全 きくち けい∥著 成美堂出版 



 児童書   

39965 ほねほねザウルス大図鑑 ぐるーぷ・アンモナイツ∥編著 岩崎書店 

40046 水の絵本 長田 弘∥作  荒井 良二∥絵 講談社 

40048 かんけり 石川 えりこ∥作 アリス館 

40049 100 名久井 直子∥さく 

井上 佐由紀∥しゃしん 

福音館書店 

40050 いろんなでんしゃはっしゃしまーす 岡本 雄司∥作 アリス館 

40055 図書館のふしぎな時間 福本 友美子∥作 

たしろ ちさと∥画 

玉川大学出版部 

40059 かっぱちゃんとこおにちゃんとおばけちゃん マリマリマーチ∥さく・え 教育画劇 

40066 日本のスゴイ科学者 日本科学未来館∥編著 朝日学生新聞社 

40070 はじめてのむしのしいくとかんさつ 筒井 学∥写真・文 学研プラス 

40075 わたしといろんなねこ おくはら ゆめ∥作絵 あかね書房 

40077 意味がわかるとゾッとする話３分後の恐怖  

〔２〕 まえぶれ 

橘 伊津姫∥著 汐文社 

40082 あの子の秘密 村上 雅郁∥作 フレーベル館 

40084 ５分後に意外な結末ｅｘ アクアマリンからあふれる涙 桃戸 ハル∥編著 学研プラス 

40086 真夜中の妖精 湯湯∥作 あかね書房 

 

 

 《小学校低学年》   

40047 おれ、よびだしになる 中川 ひろたか∥文 / 石川 えりこ∥絵 アリス館 

40083 山のちょうじょうの木のてっぺん 最上 一平∥作 / 有田 奈央∥絵 新日本出版社 

40085 タヌキのきょうしつ 山下 明生∥作 / 長谷川 義史∥絵 あかね書房 

40061 ながーい５ふんみじかい５ふん リズ・ガートン・スキャンロン∥文 

オードリー・ヴァーニック∥文 

オリヴィエ・タレック∥絵 

光村教育図書 

 《小学校中学年》   

40081 青いあいつがやってきた！？ 松井 ラフ∥作/大野 八生∥絵 文研出版 

40087 ねこと王さま ニック・シャラット∥作・絵  市田 泉∥訳 徳間書店 

40065 北極と南極の「へぇ～」くらべてわかる地球のこと 中山 由美∥文・写真  秋草 愛∥絵 学研プラス 

 《小学校高学年》   

40054 ヒロシマ消えたかぞく 指田 和∥著   鈴木 六郎∥写真 ポプラ社 

40090 飛ぶための百歩 ジュゼッペ・フェスタ∥作  杉本 あり∥訳 岩崎書店 

40071 風を切って走りたい！ 高橋 うらら∥著 金の星社 

 《中学校》   

40074 天使のにもつ いとう みく∥著   丹下 京子∥絵 童心社 

40064 平和のバトン 弓狩 匡純∥著 くもん出版 

令和２年度 課題図書 所蔵リスト 



《 おすすめ本 》  

        「 オカシナ記念病院 」 久坂部 羊 著 

  

最先端医療を学んだ研修医の新実が、南国離島の岡品記念病院に赴任

する。ここではおかしなことばかり。医師や看護師にまるでやる気はない。 

がん検診はしない、認知症治療も、延命処置さえも・・・。そんな病院の方針

に反発を覚える新実。一人でも多くの患者を救う医師になりたいのに。 

医療とは、医師の自己満足なのか？ 

治療とは、誰の何のためのものなのか。 

患者の要望がなければ「できるだけなにもしない」。 もしかしたらこの病院

は、人間らしく最期を迎えられる所なのかもしれない。 

 
   

  

 

の 

 

 

 

 

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。） 

《今月の新着・児童書より》 

『日本のスゴイ科学者』 『図書館のふしぎな時間』 『はじめてのむしのしいくとかんさつ』 


