
 

図書室だより ＷＩＮＤ 

   平成２９年３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 

 

             ２０１７年 ３月  

日 月 火 水 木 金 土 

   １ ２ ３ ４ 

５ ６ 

 

おやすみ  

７ ８ ９ １０ １１ 

１２ １３ 

  

おやすみ 

１４ １５ １６ １７ １８ 

１９ ２０ ２１ 

 

おやすみ   

２２ ２３ ２４ ２５ 

２６ ２７ 

 

おやすみ 

２８ ２９ ３０ ３１  

※ ６,１３，２１，２７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 

    

37983 大人の流儀 ６ 不運と思うな。 伊集院 静∥著 講談社 

37984 室町無頼 垣根 涼介∥著 新潮社 

38000 悪母 春口 裕子∥著 実業之日本社 

38004 ラヴィアンローズ 村山 由佳∥著 集英社 

38156 ツバキ文具店 小川 糸∥著 幻冬舎 

38158 蜜蜂と遠雷 恩田 陸∥著 幻冬舎 

38162 喧嘩（すてごろ） 黒川 博行∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

38169 デトロイト美術館の奇跡 原田 マハ∥著 新潮社 

38173 みかづき 森 絵都∥著 集英社 

38174 夜行 森見 登美彦∥著 小学館 

38176 ハリー・ポッターと呪いの子 
Ｊ．Ｋ．ローリング∥著/ジョン・ティファニー∥

著/ジャック・ソーン∥著 
静山社 

37845 春はやて 
平岩 弓枝∥〔著〕/藤原 緋沙子∥〔著〕/

柴田 錬三郎∥〔著〕 
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

38017 こはだの鮓 北原 亞以子∥著 ＰＨＰ研究所 

38020 胡蝶殺し 近藤 史恵∥著 小学館 

38028 娘の結婚 小路 幸也∥著 祥伝社 

38033 穢れた手 堂場 瞬一∥著 東京創元社 

38037 帰らずの海 馳 星周∥著 徳間書店 

38040 五郎正宗 藤井 邦夫∥著 光文社 

38047 ハンザキ 両角 長彦∥著 双葉社 

38048 ドクターぶたぶた 矢崎 存美∥著 光文社 

38049 海馬（トド） 吉村 昭∥著 新潮社 

38150 橋ものがたり 藤沢 周平 新潮社 

38178 神様の御用人 ６ 浅葉 なつ∥〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

38203 さくら聖・咲く 畠中 恵∥著 新潮社 

38210 伊藤くんＡ ｔｏ Ｅ 柚木 麻子∥〔著〕 幻冬舎 

38211 波動 吉川 英梨∥〔著〕 講談社 

 
実用書 

    

37868 血流がすべて解決する 堀江 昭佳∥著 サンマーク出版 

37883 日本語通 山口 謠司∥著 新潮社 

37980 日本に自衛隊がいてよかった 桜林 美佐 産経新聞出版 



38097 作ってほめられるお菓子 ベターホーム協会∥編集 
ベターホーム 

協会 

38101 
コロンとかわいい！ディズニーの 

あみぐるみ 
いちかわ みゆき∥著 ブティック社 

38106 サザエさんからいじわるばあさんへ 樋口 恵子∥著 朝日新聞出版 

38128 震災復興にかける、ダイムラーの行動力。 ソーシャルイノベーション研究会 
日経 BP コン 

サルティング 

38234 
てんきち母ちゃんの夜１０分、あるものだ

けでおつまみごはん 
井上 かなえ∥著 文藝春秋 

  
マンガ 

  

38137 この世界の片隅に 上 こうの 史代 双葉社 

38138 この世界の片隅に 中 こうの 史代 双葉社 

38246 きょうの猫村さん ９ ほし よりこ∥著 マガジンハウス 

 児童書   

38052 まいごのアローおうちにかえる 竹下 文子∥作/藤原 ヒロコ∥絵 佼成出版社 

38055 かいけつゾロリのおいしい金メダル 原 ゆたか∥さく・え ポプラ社 

38057 ブラック◆ダイヤモンド ５ 令丈 ヒロ子∥作/谷 朋∥画 岩崎書店 

38116 卒業 小林 深雪 他 講談社 

37693 みんな えがおで 今村 文彦 
宮城県教育 

委員会 

37934 ぷっぷっぷ～ いしづ ちひろ∥さく/くわざわ ゆうこ∥え くもん出版 

38215 へんしんおてんき あきやま ただし∥作・絵 金の星社 

38216 おおゆきくまちゃん 
シャーリー・パレントー∥ぶん/デイヴィッド・

ウォーカー∥え/福本 友美子∥やく 
岩崎書店 

38218 ちっちゃなミッケ！ 
ジーン・マルゾーロ∥文/ウォルター・ウィック

∥写真/糸井 重里∥訳 
小学館 

38223 すなばばば 鈴木 のりたけ∥作・絵 ＰＨＰ研究所 

38227 だじゃれ十二支 中川 ひろたか∥文/藤本 ともひこ∥絵 世界文化社 

 
 
 
 
 
 

２０１７年 本屋大賞のノミネート作品も取り揃えております。 

どうぞ、ご覧になってください。 



 
《 おすすめ本 》   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

 

      

「 蜜蜂と遠雷 」 恩田 陸 著 

 

私はまだ、音楽の神様に愛されているだろうか? 

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・風間

塵。天才少女としてコンクールを制覇し CD デビューもしなが

ら母の死去以来ピアノが弾けなかった栄伝亜夜。 

サラリーマンでコンクール年齢制限ギリギリの高島明石。 

優勝候補と目される名門ジュリアード音楽院のマサル・C・レ

ヴィ=アナトール。 

数多の天才たちが繰り広げる競争という名の自らとの闘い。

予選、そして本選を勝ち抜き優勝するのは誰なのか? 

ピアノコンクールを舞台に、人間の才能と運命、そして音楽

を描き切った著者渾身、文句なしの最高傑作。 

第 156 回直木賞受賞作  

 


