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※ １, ９～１５, ２２, ２９日は休館となります。 

（※ ９～１５日は、蔵書点検のため特別休館となります） 

※ 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     

38989 １ミリの後悔もない、はずがない 一木 けい∥著 新潮社 

38992 さざなみのよる 木皿 泉∥著 河出書房新社 

38995 泥濘 黒川 博行∥著 文藝春秋 

38998 無暁の鈴 西條 奈加∥著 光文社 

39004 おまじない 西 加奈子∥著 筑摩書房 

39007 彼女の恐喝 藤田 宜永∥著 実業之日本社 

39009 湖畔の愛 町田 康∥著 新潮社 

39011 ミルク・アンド・ハニー 村山 由佳∥著 文藝春秋 

39139 送り火 高橋 弘希∥著 文藝春秋 

39140 凶犬の眼 柚月 裕子∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

39016 御松茸（おまったけ）騒動 朝井 まかて∥著 徳間書店 

39018 鬼平梅安江戸暮らし 池波 正太郎∥著 集英社 

39027 ブラック・ベルベット 恩田 陸∥著 双葉社 

39034 異郷のぞみし 佐伯 泰英∥著 双葉社 

39042 影の中の影 月村 了衛∥著 新潮社 

39044 掲載禁止 長江 俊和∥著 新潮社 

39045 年下のセンセイ 中村 航∥著 幻冬舎 

39050 95 早見 和真∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

39052 横浜ではまだキスをしない 樋口 有介∥著 角川春樹事務所 

39058 ねじまき片想い 柚木 麻子∥著 東京創元社 

39136 火喰鳥 今村 翔吾∥著 祥伝社 

39137 臥龍 今野 敏∥著 徳間書店 

39138 落ちぬ椿 知野 みさき∥著 光文社 

39145 弁当屋さんのおもてなし 喜多 みどり∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

  実用書     

39087 暴かれた伊達政宗「幕府転覆計画」 大泉 光一∥著 文藝春秋 

39089 定年後 楠木 新∥著 中央公論新社 

39096 
はるはるママの試合に勝つ子を育る！

強いからだをつくる献立 
はるはる∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

39097 食いしん坊のお弁当ダイアリー 雅姫∥著 扶桑社 

39099 
大人気インスタグラマーのかわいくて

愛情たっぷり家（うち）おやつ 
ライフスタイル編集部∥著 オーバーラップ 

39141 みんなの丁寧な暮らし日記 みんなの日記編集部∥編 翔泳社 



  児童書     

38947 わたしはヴァネッサと歩く ケラスコエット∥作・絵 岩崎書店 

39059 
学研まんがＮＥＷ日本の歴史 ５  

室町幕府と立ち上がる民衆 
大石 学∥総監修 学研教育出版 

39066 イベントおりがみ 主婦の友社∥編 主婦の友社 

39069 おさるのよる いとう ひろし∥作・絵 講談社 

39074 
わかったさんとおかしをつくろう！ １ 

わかったさんのこんがりおやつ 

寺村 輝夫∥原文 

永井 郁子∥企画・構成・絵 
あかね書房 

39077 まじょ子とステキなおひめさまドレス 藤 真知子∥作/ゆーち みえこ∥絵 ポプラ社 

39082 モルモット・オルガの物語 

マイケル・ボンド∥作 

おおつか のりこ∥訳 

いたや さとし∥絵 

ＰＨＰ研究所 

39104 だるまちゃんとキジムナちゃん 加古 里子∥さく え 福音館書店 

39105 だるまちゃんとはやたちゃん 加古 里子∥さく え 福音館書店 

39106 だるまちゃんとかまどんちゃん 加古 里子∥さく え 福音館書店 

39111 おいしそうなしろくま 柴田 ケイコ∥作・絵 ＰＨＰ研究所 

39118 ぐるぐるちゃんかくれんぼ 長江 青∥文・絵 福音館書店 

39122 ばすくんのともだち みゆき りか∥さく/なかや みわ∥え 小学館 

39124 おちばのプール 西沢 杏子∥文/山口 まさよし∥絵 子どもの未来社 

39130 きょうりゅうたちがけんかした 
ジェイン・ヨーレン∥文/マーク・ティーグ∥絵

なかがわ ちひろ∥訳 
小峰書店 

 

 

 

お知らせ 
   

★秋のブックラリー１０月２７日(土)～１１月２５日(日) 

  スタンプを１０コあつめたら、ぷちプレゼントがもらえるよ！ 

 

★秋のおはなし会  １０月２７日(土) １０：３０～ ２階・集会室 

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 》   

                  「 送り火 」   

高橋 弘希 著 
 

東京から山間の町へ引っ越した中学三年生の歩。 

級友とも、うまくやってきたはずだった。 

あの夏、河へ火を流す日までは―。 

豊かな自然の中で、すくすくと成長していくはずだった 

少年たちは、暴力の果てに何を見たのか？ 

第 159 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。） 

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。 


