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                ２０１８年 5 月  

日 月 火 水 木 金 土 

  １ 

 

おやすみ 

２ 
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６ ７ 

 

おやすみ 

８ ９ １０ １１ １２ 

１３ １４ 

 

おやすみ 

１５ １６ １７ １８ １９ 

２０ ２１ 

 

おやすみ 

２２ ２３ ２４ ２５ ２６ 

２７ ２８ 

 

おやすみ 

２９ ３０ ３１   

 

※ １, ７, 1４, ２１, ２８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     

38576 とるとだす 畠中 恵∥著 新潮社 

38625 墨の香 梶 よう子∥著 幻冬舎 

38626 ミステリークロック 貴志 祐介∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

38633 国士 楡 周平∥著 祥伝社 

38640 湖底の城 ７巻 宮城谷 昌光∥著 講談社 

38743 七五調 源氏物語 11 匂宮・紅梅・竹河・橋姫 中村 博∥著 ＪＤＣ出版 

38789 風神の手 道尾 秀介∥著 朝日新聞出版 

38790 刑事の怒り 薬丸 岳∥著 講談社 

38791 意識のリボン 綿矢 りさ∥著 集英社 

38840 百年泥 石井 遊佳∥著 新潮社 

38553 海の家のぶたぶた 矢崎 存美∥著 光文社 

38597 政と源 三浦 しをん∥著 集英社 

38655 紀尾井坂版元殺人事件 風野 真知雄∥著 文藝春秋 

38666 鯖猫長屋ふしぎ草紙 ２ 田牧 大和∥著 ＰＨＰ研究所 

38667 和僑 楡 周平∥著 祥伝社 

38675 関の孫六 藤井 邦夫∥著 光文社 

38676 おせっかい屋のお鈴さん 堀川 アサコ∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

38680 正直に語る１００の講義 森 博嗣∥著 大和書房 

38745 卵のふわふわ 宇江佐 真理∥著 講談社 

38756 私の命はあなたの命より軽い 近藤 史恵∥著 講談社 

38757 故郷はなきや 佐伯 泰英∥著 新潮社 

38759 何が困るかって 坂木 司∥著 東京創元社 

38774 ヒトラーの試写室 松岡 圭祐∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

38849 文福茶釜 黒川 博行∥著 文藝春秋 

38850 白石城死守 山本 周五郎∥著 講談社 

38851 あまからカルテット 柚木 麻子∥著 文藝春秋 

38852 朽ちないサクラ 柚木 裕子∥著 徳間書店 

 



 
実用書     

38834 
日本史の内幕ー戦国女性の素顔から 

幕末・近代の謎まで 
磯田 道史∥著 中央公論新社 

38793 絶対にミスをしない人の脳の習慣 樺沢 紫苑∥著 ＳＢクリエイティブ 

38695 ゆーママの３０分でこねずにできる魔法のパン 松本 有美∥著 扶桑社 

38835 登紀子ばぁばの 昔ながらのおかず 鈴木 登紀子∥著 宝島社 

38797 浅田真央 
浅田 真央∥著/ワールド・フィギュア

スケート編集部∥著 
新書館 

38482 会話もメールも英語は３語で伝わります 中山 裕木子∥著 ダイヤモンド社 

  児童書     

38705 冥府の国ラグナロータ 池田 美代子∥作/尾谷 おさむ∥絵 講談社 

38811 かいけつゾロリのちていたんけん 原 ゆたか∥作 ポプラ社 

38812 トンカチくんと、ゆかいな道具たち 松居 スーザン∥作/堀川 真∥絵 あすなろ書房 

38513 ぐるぐるまわろうぐるぐるでんしゃ 間瀬 なおかた∥作・絵 ひさかたチャイルド 

38730 おならまんざい 長谷川 義史∥作 小学館 

38820 アントンせんせいあかちゃんです 西村 敏雄∥作 講談社 

38828 オレ、カエルやめるや 
デヴ・ペティ∥文/マイク・ボルト∥絵 

こばやし けんたろう∥訳 
マイクロマガジン 

38838 ぼくのつばさ 
トム・パーシヴァル∥作 

ひさやま たいち∥訳 
評論社 

38735 ろうそくぱっ みなみ じゅんこ∥作 アリス館 

38818 にゃんにゃん せな けいこ∥作 福音館書店 

38821 おばけのまめ accototo∥絵・文 ポエムピース 

 

 

春のブックラリー開催中 
 

     お子さん向けに春のブックラリーを５月２７日 (日 )まで  

実地しています。  

    ☆図書室の本を読んでスタンプ 10 コ集めると、  

ぷちプレゼントがもらえます！  

         

まだ間に合うのでチャレンジしよう♪  



 
《 おすすめ本 》   
                 

                「 百年泥 」   

石井 遊佳 著 

 

南インドのチェンナイで、日本語教師として働く「私」は、 

現地に暮らして三か月半にして百年に一度の洪水に遭遇した。 

橋の下に逆巻く川の流れの泥から百年の記憶が蘇る。  

かつて、綴られなかった手紙、眺められなかった風景、 

聴かれなかった歌・・・流れゆくのはあったかもしれない人生。 

堆積した泥から現れる品々にまつわる出来事を追体験する物語。

第 158 回 芥川賞受賞作。 

 

 

 

 

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。） 


