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※ ３, １０, １７, ２５,日は休館となります。 

 ☆ １２／２９～１／３は、年末年始の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 

    

38990 新選組の料理人 門井 慶喜∥著 光文社 

38991 ウィステリアと三人の女たち 川上 未映子∥著 新潮社 

38994 じっと手を見る 窪 美澄∥著 幻冬舎 

38996 罪人が祈るとき 小林 由香∥著 双葉社 

38999 引き抜き屋 ２ 鹿子小穂の帰還 雫井 脩介∥著 ＰＨＰ研究所 

39000 引き抜き屋 １ 鹿子小穂の冒険 雫井 脩介∥著 ＰＨＰ研究所 

39012 元禄お犬姫 諸田 玲子∥著 中央公論新社 

39206 すぐ死ぬんだから 内館 牧子∥著 講談社 

39219 沈黙のパレード 東野 圭吾∥著 文藝春秋 

39269 下町ロケット ヤタガラス 池井戸 潤∥著 小学館 

39163 
七五調 源氏物語 14  

東屋（二）・浮舟・蜻蛉(二） 
中村 博/著∥著 ＪＤＣ出版 

39014 不発弾 相場 英雄∥著 新潮社 

39015 
菜の花食堂のささやかな事件簿 〔３〕 

金柑はひそやかに香る 碧野 圭∥著 大和書房 

39017 ひっくり返ったおもちゃ箱 五十嵐 貴久∥著 双葉社 

39023 シャドウゲーム 大沢 在昌∥著 徳間書店 

39030 東京日記１＋２ 川上 弘美∥著 集英社 

39033 男たちのワイングラス 今野 敏∥著 実業之日本社 

39036 屈折率 佐々木 譲∥著 光文社 

39039 真実の檻 下村 敦史∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

39041 リアルフェイス 知念 実希人∥著 実業之日本社 

39048 神剣 葉室 麟∥著 角川春樹事務所 

39142 黄金の烏 阿部 智里∥著 文藝春秋 

39143 夜哭烏 今村 翔吾∥著 祥伝社 

39171 半分、青い。 下 北川 悦吏子∥著 文藝春秋 

39266 竃河岸 宇江佐 真理∥著 文藝春秋 

39268 霜の朝 藤沢 周平∥著 新潮社 

  
実 用 書 

    

39230 日本の神様解剖図鑑 平藤 喜久子∥著 エクスナレッジ 

39232 温泉やど東北 １９   昭文社 

39236 ゼロトレ 石村 友見∥著 サンマーク出版 



 

 

10:30から 

２階集会室にて
 
 
 
 

39237 血管を強くする「水煮缶」健康生活 
女子栄養大学栄養クリニック∥著 

田中 明∥監修 アスコム 

39242 も～っとずぼらヨガ 崎田 ミナ∥著/福永 伴子∥監修 飛鳥新社 

39248 きょうの晩ごはん 石原 洋子∥著 家の光協会 

  マ ン ガ     

39157 プルートウ ５ 浦沢 直樹/著 手塚 治虫/著 小学館 

39158 プルートウ ６ 浦沢 直樹/著 手塚 治虫/著 小学館 

39159 プルートウ ７ 浦沢 直樹/著 手塚 治虫/著 小学館 

39160 プルートウ ８ 浦沢 直樹/著 手塚 治虫/著 小学館 

  
児 童 書 

    

39116 じょやのかね とうごう なりさ∥さく 福音館書店 

39119 ぐるぐるちゃんとふわふわちゃん 長江 青∥文・絵 福音館書店 

39129 きょうりゅうたちのクリスマス 
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 

39254 
おしりたんてい  

むらさきふじんのあんごうじけん 
トロル∥さく・え ポプラ社 

39255 おしりたんてい やみよにきえるきょじん トロル∥さく・え ポプラ社 

39256 おしりたんてい ふめつのせっとうだん トロル∥さく・え ポプラ社 

39264 パスワードパズル戦国時代 松原 秀行∥作/梶山 直美∥絵 講談社 

39270 あけましてのごあいさつ すとう あさえ∥ぶん/青山 友美∥え ほるぷ出版 

39281 
モモンガのはいたつやさんと 

クリスマスのおとしもの 
ふくざわ ゆみこ∥著 文溪堂 

39283 あさがくるまえに 
ジョイス・シドマン∥文/ベス・クロムス∥絵

さくま ゆみこ∥訳 
岩波書店 

のよみきかせや工作など、

お楽しみがいっぱいです♪ 

小さなお子さんも OK です。親子連れでもどうぞ！ 

 



 
《 おすすめ本 》   

                「 新選組の料理人 」   

門井 慶喜 著  

                              

                  元治元(一八六四)年の京の大火、「どんどん焼け」で 

住んでいた長屋を焼かれた菅沼鉢四郎。妻子ともはぐれ、 

薩摩や会津の炊き出しの世話になる日々だ。 

ところが、会津の炊き出しが滅法まずい。思わず「まず

い」と言った相手が新選組幹部・原田左之助だったことか

ら、運命が変転をはじめる。果たして、鉢四郎ははぐれた

妻子と再会できるのか―。 

新選組の知られざる内証を活き活きと描く、直木賞作 

の野心作。 

 

 

 

 

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。） 


