
恩田 陸

森見 登美彦原田 マハ

小川 糸
養蜂家の父とともに各
地を転々とし自宅にピ
アノを持たない少年、
かつての天才少女、
サラリーマン…。ピア
ノコンクールを舞台
に、人間の才能と運
命、音楽を描いた青
春群像小説。

昭和36年。小学校用務
員の吾郎は、勉強を教
えていた児童の母親・千
明に誘われ、学習塾を
立ち上げる。千明と結婚
し、家族になった吾郎。
塾も順調に成長するが、
予期せぬ波瀾が2人を襲
い…。『小説すばる』連
載を単行本化。

父の遺品の中からカセッ
トテープを見つけた俊
也。幼い自分の声の音
声は31年前の未解決事
件で恐喝に使われた録
音テープと全く同じだっ
た…。「グリコ・森永事
件」をモデルにした長編
小説。『小説現代』電子
版連載を単行本化。

伝えられなかった大
切な人ヘの想い。あな
たに代わって、お届け
します-。ラブレター、
絶縁状、天国からの
手紙…。鎌倉で代書
屋を営む鳩子の元
に、今日も風変りな依
頼が舞い込みます。

国連本部のロビーに
飾られていた名画「ゲ
ルニカ」のタペストリー
が、2003年のある日、
忽然と姿を消した…。
大戦前夜のパリと現
代のNY、スペインが
交錯するスリリングな
美術小説。

「この世界にアイは存在
しません」 入学式の翌
日、数学教師は言った。
ひとりだけ、え、と声を出
した。ワイルド曽田アイ。
その言葉は、アイに衝撃
を与え、彼女の胸に居
座り続けることになる。
ある「奇跡」が起こるまで
は…。

僕らは誰も彼女のこと
を忘れられなかった。
長谷川さんが姿を消
した夜から10年。僕ら
5人の仲間は、鞍馬の
火祭りの日に再会し
た。「夜行」とは何か。
彼女と再会できるの
か-。

『蜜蜂と
遠雷』

『みかづき』 『罪の声』
『ツバキ
文具店』

『桜風堂
ものがた

り』
夜行

『暗幕ノゲ
ルニカ』

『i』

村山 早紀
万引き事件がきっか
けで、長年勤めた書
店を辞めることになっ
た青年。しかしある町
で訪れた書店で、彼に
思いがけない出会い
が…。田舎町の書店
の心温まる奇跡を描
いた長編小説。

西 加奈子

森 絵都 塩田 武士

声の出演，キャメロン・ディアスほか
図書館に申し込みをしてください。

おにぎり作って日向夏狩り！

５月７日（日）11：00～

5/6（土） 君が僕の息子について教えてくれたこと

59分 東田直樹，ミッチェル,デイヴィッド

ピクニックおはなし会

5/27（土） シュレックフォーエバー

93分

午後２時～　視聴覚室　※無料 申込不要

№304 2017/4/28

の休館日
都農町民図書館
都農町大字川北５４４８番地２

【開館時間】 9：30～18：00
【電話】０９８３-２５－３３１６

【ＨＰ】http://tsuno-lib.jp/

◆毎週火曜日

◆3日(水) 憲法記念日

◆4日(木) みどりの日

◆25日(木) 資料整理日

4月23日（日）から5月12日（金）は、こども読書週間です

読書週間のイベントでボランテｲアを募

集しております。

子どもたちと楽しく図書館のイベントに関

わりたい方いらっしゃいませんか？

5/6【土】15時～16時
「私のおすすめの一冊」 おとな対象

お茶を飲みながら本の紹介

要 申込

この季節は桜、アイリス、菖蒲と次々に咲き南国宮崎の都農はエネルギーに

満ちています。なんとなく外に出て青空の下で何かしてみませんか？

5/8～6/2まで、県の循環社会推進課より『みやざき食べきり宣言プロジェク

ト』パネル展も行われます。皆さんのご来館をお待ちしております。

5/6(土）10：30～14：00
二階の多目的室で常設しています。

はじめての方大歓迎！

2017年本屋大賞！

図書館で大好きなぬいぐるみと本を

デｲスプレイしてみよう！紹介したい本

とぬいぐるみを4/30までに持って来て

下さい。

読書の木に自分の好

きな本を紹介して、読

書の木を育てよう！

ぬいぐるみ読書会

日

ｱﾆﾒ



小山 朝子

特別支援教育

推理・ミステリー

シルバー川柳　一笑青春編  

東田 直樹

自閉症の僕が跳びはねる理由　1  血縁 

特別支援教育

平岩 弓枝

こころの匙加減 

闘病記・手記

推理・ミステリー 川柳-句集 みやぎシルバーネット編

葉室 麟

鯖猫長屋ふしぎ草紙　2 死にゆく人のかたわらで  

ペーパークラフト

ローリー・ロイ

2016年7月をもって廃部に追い込まれた
PL学園野球部。桑田真澄、清原和博、
立浪和義、宮本慎也、前田健太らプロ野
球選手81人を生んだ、甲子園96勝、全
国制覇7回の名門野球部の「謎の廃部」
の真相に迫る。
柳川 悠二著
小学館ノンフィクション大賞（第23回） 人生訓 高橋 幸枝

ダークナンバー  

遊べる!飾れる!折り紙で作るおはなし指人形 

歴史・時代小説 田牧 大和

青い服の女   新・御宿かわせみ　7

歴史・時代小説

木崎 ちあき

長沢 樹

博多豚骨ラーメンズ　6  

三砂 ちづる

いしばし なおこ歴史・時代小説

平成ボトル倶楽部窯業

風のかたみ  

自閉症の僕が跳びはねる理由　2

地中の記憶

山と河が僕の仕事場　2 　みんなを笑顔にする仕事

狩猟，フライフィッシング　 牧 浩之

外国の小説

なぜ介護殺人は起きるのか  

ネコ・パブリッシング

BEACH HOUSE　海を感じるインテリア　

「誰にも話せませんでした。死んだ家族
と“再会”したなんて-」 未曽有の大震災
で愛する者を喪った人びとの奇跡の体
験と再生の記録。『新潮』『G2』掲載を改
稿して書籍化。
奥野 修司著

東田 直樹

住まい・インテリア

エッセイ

錆びた太陽  

錆びた太陽  日本の小説

長岡 弘樹

　黒川 博行日本の小説

日本の小説 窪 美澄

推理・ミステリー 中山 七里

果鋭

推理・ミステリー

秋山善吉工務店  

福祉・介護

新着図書案内
直近１カ月購入・寄贈のうち、32冊をご
紹介します。

最果 タヒ

日本の小説 木崎 ちあき

ぼくらの七日間戦争

十代に共感する奴はみんな噓つき 

日本の小説

精神世界 魂でもいいから、そばにいて   

佐藤 愛子

やめるときも、すこやかなるときも 

媚びない老後 

日本の小説 宗田 理 エッセイ 桐島 洋子

死にゆく人のかたわらで  博多豚骨ラーメンズ　6

エッセイ 三砂 ちづる

日本のレトロびん  

あのひとたちの背中  

こんなふうに死にたい  

エッセイ

重松 清著，伊集院 静ほか

この噓がばれないうちに  

スポーツ 永遠(とわ)のPL学園 

日本の小説 か「」く「」し「」ご「」と「 

みんなには隠している、ちょっとだけ特別な
ちから。そのせいで最近、君のことが気に
なって仕方ないんだ-。クラスメイト5人の「か
くしごと」が照らし出す、お互いへのもどかし
い想いを描く。『小説新潮』掲載に加筆し書
籍化。
住野 よる著

22年前に亡くなった親友に会いに行く
男、母親の葬儀に出られなかった息子、
妻にプレゼントを渡せなかった老刑事
…。過去に戻れる喫茶店を訪れた4人の
男たちが紡ぐ、心温まる奇跡。「コーヒー
が冷めないうちに」シリーズ。
川口 俊和著


