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※ ７, １３, ２０, ２７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 

１日から６日までの連休中は、１０時から１６時まで開館します。                                            

※ 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 
  

39216 雨降る森の犬 馳 星周∥著 集英社 

39343 血の雫 相場 英雄∥著 新潮社 

39344 草々不一 朝井 まかて∥著 講談社 

39346 大人の流儀 ８ 誰かを幸せにするために 伊集院 静∥著 講談社 

39347 童の神 今村 翔吾∥著 角川春樹事務所 

39349 針と糸 小川 糸∥著 毎日新聞出版 

39355 どんまい 重松 清∥著 講談社 

39367 昨日がなければ明日もない 宮部 みゆき∥著 文藝春秋 

39408 ニムロッド 上田 岳弘∥著 講談社 

39409 １Ｒ１分３４秒 町屋 良平∥著 新潮社 

39319 春秋山伏記 藤沢 周平∥著 新潮文庫 

39321 あきない世伝金と銀 六 本流篇 髙田 郁∥著 ﾊﾙｷ文庫 

39325 章説トキワ荘の青春 石ノ森 章太郎∥著 中央公論新社 

39326 江戸を造った男 伊東 潤∥著 朝日新聞出版 

39328 ギブ・ミー・ア・チャンス 荻原 浩∥著 文藝春秋 

39329 眠れない凶四郎 １ 風野 真知雄∥著 文藝春秋 

39330 弁当屋さんのおもてなし 〔３〕  

ほっこり肉じゃがと母の味 

喜多 みどり∥著 KADOKAWA 

39331 アカガミ 窪 美澄∥著 河出書房新社 

39332 切断 黒川 博行∥著 KADOKAWA 

39333 いざ帰りなん 佐伯 泰英∥著 新潮社 

39338 巡る桜 知野 みさき∥著 光文社 

39341 冤罪凶状 澤田 ふじ子∥著 幻冬舎 

39412 あつあつをめしあがれ 小川 糸∥著 新潮文庫 

39413 不連続の世界 恩田 陸∥著 幻冬舎文庫 

39414 はなの味ごよみ 高田 在子∥著 角川文庫 

 

実 用 書 
  

39229 「死ぬとき幸福な人」に共通する７つのこと 小澤 竹俊∥著 アスコム 

39238 女子栄養大学の誰も教えてくれない発酵食

のすべて 

五明 紀春∥監修 

古川 知子∥レシピ監修 

エクスナレッ

ジ 

39378 「非認知能力」の育て方 ボーク重子∥著 小学館 

39380 払ってはいけない 荻原 博子∥著 新潮社 



39381 仙台カフェ日和ときめくお店案内 ございん仙台編集部∥著 メイツ出版 

39392 子どもがどんどん食べる野菜レシピ 笹木 理恵∥著 枻出版社 

 

まんが 
  

39396 鴻池剛と猫のぽんたニャアアア！３ 鴻池 剛∥著 KADOKAWA 

 

児 童 書 
  

38972 数え方のえほん 髙野 紀子∥作 あすなろ書房 

39061 世界一おもしろい国旗の本 ロバート・Ｇ・フレッソン∥絵と文 

小林 玲子∥訳 

河出書房新社 

39063 伊達政宗 浜野 卓也∥文/平沢 下戸∥絵 講談社 

39076 まじょ子とプリンセスのキッチン 藤 真知子∥作/ゆーち みえこ∥絵 ポプラ社 

39079 背番号４２のヒーロー メアリー・ポープ・オズボーン∥著 

食野 雅子∥訳 

KADOKAWA 

9108 おやつなんだろう？ 山本 和子∥作/国松 エリカ∥絵 ひさかたチャ

イルド 

39113 チュウとチイのあおいやねのひみつきち たかお ゆうこ∥作 福音館書店 

39115 でんしゃのまるさんかくしかく  交通新聞社 

 

 
 
 
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２6 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 》   
 

  「針と糸」   小川 糸 著 

 

 

「お金をかけずに幸せになる」ベルリンでの生活。 

亡くなってから、少しずつ理解できるようになった母との確執。 

それを越えて、気づいた「書くこと」の原点。 

シンプルで、丁寧に暮らす作家の日々を綴ったエッセー。 

『食堂かたつむり』や『ツバキ文具店』など、希望と再生の物          

  語を紡ぎ続ける、小川糸の素顔がここにある。 

 

 

 

 

 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。） 


