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※ ３, １０, １８, ２４, ３１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 

    

38160 我ら荒野の七重奏（セプテット） 加納 朋子∥著 集英社 

38165 「父」という異性（ひと） 下重 暁子∥著 青萠堂 

38171 湖底の城 ６巻 宮城谷 昌光∥著 講談社 

38248 あさ美さんの家さがし 黒野 伸一∥著 河出書房新社 

38249 賢女の極意 林 真理子∥著 文藝春秋 

38290 静かな雨 宮本 奈都 文藝春秋 

38296 ぼくの死体をよろしくたのむ 川上 弘美 小学館 

38297 十二人の死にたい子どもたち 冲方 丁 文藝春秋 

38311 きみが来た場所 喜多川 泰 
ディスカヴァー・

トゥエンティワン 

38313 失踪者 下村 淳史 講談社 

38182 昨日みた夢 宇江佐 真理∥〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

38187 路地裏のほたる食堂 大沼 紀子∥著 講談社 

38195 虎の尾を踏む 佐伯 泰英∥著 新潮社 

38202 所轄 
日本推理作家協会∥編/薬丸 岳∥著/渡

辺 裕之∥著 

角川春樹事務

所 

38204 紫匂う 葉室 麟∥〔著〕 講談社 

38206 幻想温泉郷 堀川 アサコ∥〔著〕 講談社 

38267 仮面病棟 知念 実希人 実業之日本社 

38269 インノセント･ディズ 早見 和真 新潮文庫 

38299 悪人海岸探偵局 大沢 在昌 双葉社 

38300 襲撃 今野 敏 講談社 

38305 
ビブリア古書堂の事件手帖 7 ～栞子さん

と果てない舞台～ 
三上 延 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

38306 大侮り 新酔いどれ小籐次 （７） 佐伯 泰英 文藝春秋 

38307 備前長船 御刀番 左京之介 （６） 藤井 邦夫 光文社 

38319 竹光始末 藤沢 周平 新潮社 

38321 烏に単は似合わない 阿部 智里 文藝春秋 

38335 夏の日のぶたぶた 矢崎 存美 徳間文庫 

 
実用書 

    

38096 クックパッド最強鶏むね肉レシピ  主婦の友社 

38232 自分の時間を取り戻そう ちきりん∥著 ダイヤモンド社 

38324 
子どもたちに笑顔を、歯医者さんの団結

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 



38332 弘兼流 60 歳からの手ぶら人生 弘兼 憲史 海竜社 

38333 被災地の本当の話をしよう 戸羽 太 ワニブックス 

 マンガ 
  

38244 毎日かあさん １３ かしまし婆母娘編 西原 理恵子∥著 毎日新聞出版 

38278 ホタルノヒカリ 7 ひうら さとる 講談社 

38279 ホタルノヒカリ 8 ひうら さとる 講談社 

 児童書 
  

38123 
ＮＥＷ日本の歴史 三 平安京と貴族のく

らし 
大石 学 学研プラス 

38250 ルルとララのアロハ！パンケーキ あんびる やすこ∥作・絵 岩崎書店 

38254 ミライの授業 瀧本 哲史∥著 講談社 

38226 ぼく、仮面ライダーになる！ エグゼイド編 のぶみ∥さく 講談社 

38230 どうじょどうじょ りとう ようい∥作 絵本館 

38261 日曜日の小さな大ぼうけん 愛川 美也 作/みやざき あけ美 絵 BL 出版 

38309 おやすみ、エレン カール=ヨハン・エリーン、 三橋美穂 飛鳥新社 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

児童書展示会のお知らせ 
宮城県図書館より、昨年刊行された絵本 400冊をお借りした展示会を開催します。 

3回目となります今年も多くの皆さまの来館をお待ちしております。 

七夕短冊飾り企画も同日より開始しますので、是非ご参加ください！ 

夏休み課題図書についてのお知らせ 
読書感想文課題図書は、小学生から高校生用まで計 15 冊取り扱っ

ています。 

※課題図書の貸出は今月下旬ころを予定しております。 

※貸出期間は 1 人 1 冊、1 週間です。 

※課題図書の予約は展示期間になるまで控えさせていただいてお

ります。ご了承お願いします。 

 



 
 
《 おすすめ本 》                               
                                                                                            

「 失踪者 」   下村 敦史 著                     

            

           2016 年、ペルー。山岳カメラマンの真山は単身シウラ・グランデ

峰を登っていた。10 年前、クレバスに置き去りにしてしまった親

友・樋口を迎えに来たのだ。クレバスの底に降り立ち、樋口を発見

した真山だったが、その遺体を前に驚愕する。極寒のクレバスに閉

じ込められた遺体は、歳を取ることなく凍りついてしまうはず。 

しかし、樋口は明らかに 10年前より年老いていたのだ! まさか、 

樋口はあの時生還していたのか? 

親友が過ごした謎の“歳月”。真相にたどり着いたとき、あなたは

きっと胸を熱くする。 

 

 

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。 


