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※ ５, １３, １９, ２６,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 

    

38617 おもかげ 浅田 次郎∥著 毎日新聞出版 

38620 彼方の友へ 伊吹 有喜∥著 実業之日本社 

38621 ディレクターズ・カット 歌野 晶午∥著 幻冬舎 

38623 キラキラ共和国 小川 糸∥著 幻冬舎 

38627 星ちりばめたる旗 小手鞠 るい∥著 ポプラ社 

38630 騙し絵の牙 塩田 武士∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

38635 西郷どん！ 中 林 真理子∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

38638 院長選挙 久坂部 羊∥著 幻冬舎 

38639 アナログ ビートたけし∥著 新潮社 

38641 ちゅうちゃん 向山 義彦∥著 幻冬舎 

38700 
女の子が生きていくときに、覚えていてほ

しいこと 
西原 理恵子∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

38530 今日も一日きみを見てた 角田 光代∥〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

38531 注文の多い美術館 門井 慶喜∥著 文藝春秋 

38603 隠し剣 孤影抄 藤沢 周平 文藝春秋 

38645 スケートボーイズ 碧野 圭∥著 実業之日本社 

38647 
正義のセ ４ 負けっぱなしで終わるもん

か！ 
阿川 佐和子∥〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

38649 スイングアウト・ブラザース 石田 衣良∥〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

38650 孤高のメス 大鐘 稔彦∥〔著〕 幻冬舎 

38651 季節はうつる、メリーゴーランドのように 岡崎 琢磨∥〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

38657 七四 神家 正成∥著 宝島社 

38658 化土記 北原 亞以子∥著 ＰＨＰ研究所 

38659 二度のお別れ 黒川 博行∥〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

38661 恨み残さじ 佐伯 泰英∥著 双葉社 

38662 ブルース 桜木 紫乃∥著 文藝春秋 

38668 それは秘密の 乃南 アサ∥著 新潮社 

38671 影踏み鬼 葉室 麟∥著 文藝春秋 

38678 京の絵草紙屋満天堂 空蝉の夢 三好 昌子∥著 宝島社 

38684 その犬の歩むところ ボストン・テラン∥著/田口 俊樹∥訳 文藝春秋 



 実用書 
    

38475 世界一美味しい煮卵の作り方 はらぺこグリズリー∥著 光文社 

38686 アルカイダから古文書を守った図書館員 ジョシュア・ハマー∥著/梶山 あゆみ∥訳 紀伊國屋書店 

38687 生きていくあなたへ 日野原 重明∥著 幻冬舎 

38688 西郷隆盛１０１の謎 幕末維新を愛する会∥著 文藝春秋 

38690 奇妙で美しい石の世界 山田 英春∥著 筑摩書房 

38691 
パリ在住の料理人が教える誰でも失敗な

くできるスイーツレシピ 
えもじょわ∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

38692 
たっきーママのとことん豚肉！大好評レシ

ピ１６２ 
奥田 和美∥著 扶桑社 

38699 サザンオールスターズ１９７８－１９８５ スージー鈴木∥著 新潮社 

 マンガ 
  

38612 女一匹冬のシベリア鉄道の旅 織田 博子 ｲｰｽﾄ･ﾌﾟﾚｽ 

38703 毎日かあさん １４ 卒母編 西原 理恵子∥著 毎日新聞出版 

 児童書 
  

38706 にちようびは名探偵 杉山 亮∥作/中川 大輔∥絵 偕成社 

38707 青（ハル）がやってきた まはら 三桃∥作/田中 寛崇∥絵 偕成社 

38709 こどもってね…… 
ベアトリーチェ・アレマーニャ∥作/みやがわ 

えりこ∥訳 
きじとら出版 

38713 ペンギンホテル 牛窪 良太∥作 アリス館 

38723 おんなじおんなじももんちゃん とよた かずひこ∥さく・え 童心社 

38724 やねの上の乳歯ちゃん 鳥居 みゆき∥作・絵 文響社 

38729 
ママがおばけになっちゃった！ぼく、ママと

けっこんする！ 
のぶみ∥さく 講談社 

38731 おたすけおばけ ひらの ゆきこ∥作・絵 ひかりのくに 

38732 ふしぎなふうせん 中川 ひろたか∥作/布川 愛子∥絵 鈴木出版 

38733 せつぶんセブン もとした いづみ∥作/ふくだ いわお∥絵 世界文化社 

38734 やもじろうとはりきち 降矢 なな∥作・絵 佼成出版社 

38737 ぽっぽこうくう もとやす けいじ∥著 佼成出版社 

 

 
 
 
 



 
《 おすすめ本 》   
                   

「 騙し絵の牙 」  

塩田 武士 著  

 

昭和最大の未解決事件「グリ森」をテーマに描いてから、約 1 年―。 

『罪の声』塩田武士の最新刊は、大泉洋“主演小説”! 

大手出版社で雑誌編集長を務める速水。誰もが彼の言動に惹かれて

しまう魅力的な男だ。 

ある夜、上司の相沢から自身の雑誌の廃刊を匂わされたことをきっ

かけに、速水は組織に翻弄されていく。すると次第に彼の異常なほど

の“執念”が浮かび上がってきて……。 

斜陽の一途を辿る出版界で牙を剥いた男が、業界全体にメスを入れ

る! 小説を愛するすべての読者へ贈る一冊。 

 

 

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。） 


