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※ ３, １０, １８, ２５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     

38871 ぼくがきみを殺すまで あさの あつこ∥著 朝日新聞出版 

38873 イザベルに薔薇を 伊集院 静∥著 双葉社 

38877 棲月 今野 敏∥著 新潮社 

38883 身代わり忠臣蔵 土橋 章宏∥著 幻冬舎 

38890 嘘 村山 由佳∥著 新潮社 

38891 出会いなおし 森 絵都∥著 文藝春秋 

38893 デートクレンジング 柚木 麻子∥著 祥伝社 

38988 下町ロケット 〔３〕 ゴースト 池井戸 潤∥著 小学館 

39001 ファーストラヴ 島本 理生∥著 文藝春秋 

39102 夫の後始末 曽野 綾子∥著 講談社 

38896 ブレイズメス１９９０ 海堂 尊∥著 講談社 

38901 ザ・ロング・アンド・ワインディング・ロード 小路 幸也∥著 集英社 

38905 剣客旗本春秋譚 鳥羽 亮∥著 実業之日本社 

38910 神さまたちの遊ぶ庭 宮下 奈都∥著 光文社 

39022 空色の小鳥 大崎 梢∥著 祥伝社 

39025 金魚姫 荻原 浩∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

39029 学校の青空 角田 光代∥著 河出書房新社 

39032 半分、青い。 上 北川 悦吏子∥著 文藝春秋 

39035 敦盛おくり 佐伯 泰英∥著 新潮社 

39043 ＳＲＯ ７ ブラックナイト 富樫 倫太郎∥著 中央公論新社 

39054 闇の歯車 藤沢 周平∥著 文藝春秋 

39055 なぞとき 宮部  みゆき∥著 ＰＨＰ研究所 

38982 悪い恋人 井上 荒野∥著 朝日文庫 

38985 サイレント・ブレス 南 杏子∥著 幻冬舎文庫 

38986 消滅世界 村田 沙耶香∥著 河出文庫 

  実用書     

39085 極上の孤独 下重 暁子∥著 幻冬舎 

39088 地図で楽しむすごい宮城 都道府県研究会∥著 洋泉社 

39090 最強の野菜スープ 前田 浩∥著 マキノ出版 

39094 志麻さんの何度でも食べたい極上レシピ 志麻∥著 マガジンハウス 

39095 へたおやつ 白崎 裕子∥著 マガジンハウス 

39100 リース折り紙１２か月 永田 紀子∥著 日貿出版社 



 

 

＊ 子どもの本展示会  を開催しました ＊ 

７月 20 日（金）～７月 31 日（火）の期間、 

昨年刊行された児童書 400 冊を宮城県図書館から 

お借りして、子どもの本展示会を行いました。 

猛暑の中、多くの方に足を運んでいただき、 

たくさんの絵本や図鑑など、様々な分野の児童書に 

触れていただきました。 

また、同日からキッズルームにて始まった七夕飾

りにも、子どもたちにお願い事を短冊に書いて、好

きなところに飾り楽しんでいただけました。たくさ

んの方にご参加いただきありがとうございました！ 

  まんが     

39101 大家さんと僕 矢部 太郎∥著 新潮社 

  児童書     

39062 伊達政宗 高枝 景水∥まんが/本郷 和人∥監修 小学館 

39064 ざんねんないきもの事典 続 
今泉 忠明∥監修/下間 文恵∥絵 

フクイ サチヨ∥絵 
高橋書店 

39065 うみのいきもの   ひかりのくに 

39135 どうぶつ ４・５・６歳のふしぎクイズ 今泉 忠明∥監修 学研プラス 

39067 親子でいっしょにつくろう！わくわくおりがみ 丹羽 兌子∥著/宮本 眞理子∥著 成美堂出版 

39068 暗誦百人一首 吉海 直人∥監修 永岡書店 

39075 
わかったさんとおかしをつくろう！ ２  

わかったさんのひんやりスイーツ 

寺村 輝夫∥原文 

永井 郁子∥企画・構成・絵 
あかね書房 

38496 
キダマッチ先生！ １  

先生かんじゃにのまれる 
今井 恭子∥文/岡本 順∥絵 ＢＬ出版 

38505 うさぎのがくそうや 道野 真菜∥文/とうもり ゆみ∥絵 文芸社 

38943 やすんでいいよ おくはら ゆめ∥作 白泉社 

39114 きょうりゅうオーディション たしろ ちさと∥作 小学館 

39117 ぐるぐるちゃん 長江 青∥文・絵/菊地 敦己∥構成 福音館書店 

39123 
えほん図鑑へんてこ！ 

みずのぜつめつどうぶつ 
はた こうしろう∥作/今泉 忠明∥監修 アリス館 

39134 しずくちゃん ２８ まんが家しゅぎょう中！ ぎぼ りつこ∥作・絵 岩崎書店 



《 おすすめ本 》   

                「 ファーストラヴ 」   

島本 理生 著 

夏の日の夕方、多摩川沿いを血まみれで歩いていた女子大生 

聖山環菜が逮捕された。彼女は父親の勤務先に立ち寄り、 

あらかじめ購入していた包丁で父親を刺殺した。  

環菜は就職活動の最中で、その面接の帰りに凶行に及んだ 

のだった。なぜ彼女は父親を殺さなければならなかったのか? 

「家族」という名の迷宮を描く長編小説。 

第 159 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。） 

図書室休館のお知らせ 

１０月９日（火）～１０月１５日（月） 
蔵書点検のため、上記の期限を特別休館とさせていただきます。 

ご不便おかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。 


