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※ 2, 9, 16, 23 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     

38619 裏切りのホワイトカード 石田 衣良∥著 文藝春秋 

38624 ポーラースター 〔２〕 ゲバラ漂流 海堂 尊∥著 文藝春秋 

38637 マスカレード・ナイト 東野 圭吾∥著 集英社 

38776 婚活中毒 秋吉 理香子∥著 実業之日本社 

38777 温泉天国 
嵐山 光三郎∥池波 正太郎 

川端 康成∥〔ほか〕著 
河出書房新社 

38778 俺はエージェント 大沢 在昌∥著 小学館 

38779 銀河鉄道の父 門井 慶喜∥著 講談社 

38784 銀杏手ならい 西條 奈加∥著 祥伝社 

38785 こんな生き方もある 佐藤 愛子∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

38786 駐在日記 小路 幸也∥著 中央公論新社 

38831 屍人荘の殺人 今村 昌弘∥著 東京創元社 

38842 百貨の魔法 村山 早紀∥著 ポプラ社 

38543 僕は小説が書けない 中村 航∥著/中田 永一∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

38601 花咲舞が黙ってない 池井戸 潤∥著 中央公論社 

38656 僕とおじさんの朝ごはん 桂 望実∥著 中央公論新社 

38660 夜は満ちる 小池 真理子∥著 集英社 

38677 生きている理由 松岡 圭祐∥著 講談社 

38753 為吉 宇江佐 真理∥著 実業之日本社 

38758 げんげ 佐伯 泰英∥著 文藝春秋 

38762 検察側の罪人 上 雫井 脩介∥著 文藝春秋 

38763 検察側の罪人 下 雫井 脩介∥著 文藝春秋 

38766 輝跡 柴田 よしき∥著 文藝春秋 

38767 叛徒 下村 敦史∥著 講談社 

38772 春雷 葉室 麟∥著 祥伝社 

38773 喜多川歌麿女絵草紙 藤沢 周平∥著 講談社 

  実用書     

38689 鳥類学者だからって、鳥が好きだと思うなよ。 川上 和人∥著 新潮社 

38694 
毎日食べたい！作りおきのラクうま野菜おかず 

３５０ 
平岡 淳子∥著 ナツメ社 

38697 
半日でサクサクできるズパゲッティバッグ 

＆小物 
徳増 理恵∥著 講談社 



38798 昭和と師弟愛 小松 政夫∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

38800 バカ論 ビートたけし∥著 新潮社 

38833 君たちはどう生きるか 吉野 源三郎∥著 マガジンハウス 

  マンガ     

38807 信長のシェフ ２０ 梶川 卓郎∥作 芳文社 

  児童書     

38752 西郷どん！ 林 真理子∥作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

38808 カリブの巨大ザメ メアリー・ポープ・オズボーン∥作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

38810 かいけつゾロリのかいていたんけん 原 ゆたか∥作 ポプラ社 

38814 あるかしら書店 ヨシタケ シンスケ ポプラ社 

38718 おふとんさん コンドウ アキ∥作 小学館 

38816 みーんなはははっ オームラ トモコ∥作 アリス館 

38817 ラーメンこうばん ささき みお∥作 アリス館 

38819 おめでとうのさくらまんじゅう 西本 鶏介∥作/野須 あき∥絵 絵本塾出版 

38823 ぼくのどうぶつえん ねじめ 正一∥作/山村 浩二∥絵 鈴木出版 

38825 ウルトラかいじゅうあいうえお 
円谷プロダクション∥監修 

平岩 美香∥編集・文 
交通新聞社 

38826 マララのまほうのえんぴつ マララ・ユスフザイ、キャラスクエット ポプラ社 

38827 ねこのピート 
キムバリー・ディーン∥作 

ジェームス・ディーン∥作 
ひさかたチャイルド 

38837 チューリップ 荒井 真紀∥作 小学館 

38839 くまさん まどみちお∥詩 ましま せつこ∥絵 こぐま社 

 

 

 

お知らせ 
 

✿春のおはなし会 ４月１４日(土) １０：３０～ ２階・集会室 

   

✿春のブックラリー ４月１４日(土)～５月２７日(日) 

 

おはなし会に参加すると、スタンプがもらえちゃう！ 

みなさんの参加をお待ちしています！ 



《 おすすめ本 》   
                 

 「 銀河鉄道の父 」  

門井 慶喜 著  

 

宮沢賢治の父・政次郎は、「質屋に学問は必要ねえ」と自分の

父から言われ、進学を断念して店を守ってきた。だが、家業を

継ぐべき賢治は学業優秀で、上の学校へ行きたいと言う。   

苦悩する父と夢を追い続けた息子の、対立と慈愛の月日を、

父・政次郎の視点から描いた感動の「親子」小説。 

第 158 回直木賞受賞作。 

 

 

 

 

 

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。） 


