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※ 1, ８, １６, ２２, ２９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 

 

★展示会最終日は１６時までです★ 

 



 

☆新着図書案内☆（新刊の貸出は５冊中２冊まで） 

 

 

  
文  学 

    

39435 跳ぶ男 青山 文平∥著 文藝春秋 

39439 オーディションから逃げられない 桂 望実∥著 幻冬舎 

39445 隠居すごろく 西條 奈加∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

39446 落花 澤田 瞳子∥著 中央公論新社 

39449 レフトハンド・ブラザーフッド 知念 実希人∥著 文藝春秋 

39450 傲慢と善良 辻村 深月∥著 朝日新聞出版 

39451 帰還 堂場 瞬一∥著 文藝春秋 

39453 蒼色の大地 薬丸 岳∥著 中央公論新社 

39454 検事の信義 柚月 裕子∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

39455 陰陽師 女蛇ノ巻 夢枕 獏∥著 文藝春秋 

39417 夢胡蝶 今村 翔吾∥著 祥伝社文庫 

39425 銀行狐 池井戸 潤∥著 講談社文庫 

39426 
弁当屋さんのおもてなし〔４〕 

甘やかなおせちと年越しの願い 喜多 みどり∥著 角川文庫 

39427 蒼煌 黒川 博行∥著 文春文庫 

39428 スティグマータ 近藤 史恵∥著 新潮文庫 

39429 おんぶにだっこ さくらももこ∥著 集英社文庫 

39430 旅屋おかえり 原田 マハ∥著 集英社文庫 

39431 星の王子さま サン＝テグジュペリ∥著 文春文庫 

39487 わたし、定時で帰ります。 朱野 帰子∥著 新潮社 

39491 眠れない凶四郎 ２ 風野 真知雄∥著 文藝春秋 

39493 万引き家族 是枝 裕和∥著 宝島社 

39494 鼠草紙 佐伯 泰英∥著 文藝春秋 

39504 受難 帚木 蓬生∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

39506 辛夷の花 葉室 麟∥著 徳間書店 

39516 春告げ花 和田 はつ子∥著 小学館 



  実  用  書 
    

39519 戦国日本と大航海時代 平川 新∥著 中央公論新社 

39522 やわらかく、飲み込みやすい高齢者の 食事メニュー１２２ 中村 育子∥監修 ナツメ社 

39524 達人が教える！ 農家直伝おいしい野菜づくり 加藤 正明∥監修 永岡書店 

39528 ばぁばの１００年レシピ 鈴木 登紀子∥著 文化学園文化出版局 

39529 料理が身につくお弁当 
角田 真秀∥著 

PHP ｴﾃﾞｨﾀｰｽﾞ・ 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

39530 子どもと食べたい作りおきおかず 中村 美穂∥著 世界文化社 

  児  童  書 
    

39458 学研まんがＮＥＷ日本の歴史 ８  ゆれる江戸幕府 大石 学∥総監修 学研教育出版 

39464 かいけつゾロリロボット大さくせん 原 ゆたか∥作・絵 ポプラ社 

39468 とりになったきょうりゅうのはなし 大島 英太郎∥作 福音館書店 

39469 のりものなあにかな 
かきもと こうぞう∥絵 

はせがわ さとみ∥文 学研プラス 

39470 みずとはなんじゃ？ 
かこ さとし∥作 

鈴木 まもる∥絵 小峰書店 

39471 しずくちゃん ３０  オリンピックだよ！全員集合 ぎぼ りつこ∥作・絵 岩崎書店 

39472 ノラネコぐんだんアイスのくに 工藤 ノリコ∥著 白泉社 

39475 おすわりどうぞ しもかわら ゆみ∥作 講談社 

39476 おたからパン 真珠 まりこ∥作・絵 ひさかたﾁｬｲﾙﾄﾞ 

39479 どしゃぶり 
おーなり 由子∥文 

はた こうしろう∥絵 
講談社 

 

《夏のおはなし会スペシャル》  

       7 月 20 日（土）10:30～ 2 階 集会室  

        読み聞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！ 

 

《 子どもの本展示会 》 

          7 月 19 日（金）～ 7 月 30 日（火） 

        宮城県図書館から、昨年刊行された児童書４00 冊を 

お借りして展示しています。見に来てね！                 

 

☆夏の課題図書は今月下旬を予定しています☆ 



   

《 おすすめ本 》  
     「傲慢と善良」 辻村 深月 著 

  

東京のビール輸入代理店社長として働く 39 歳の架の前から、

35 歳の婚約者、真美が失踪した。婚活で 50 人以上と出会った末

に決めた相手だ。真美の居場所を探すため、架は、彼女の「過去」

と向き合うことになる・・・。生きていく痛みと苦しさ。その先

にあるはずの幸せとは──。 

２０１８年本屋大賞『かがみの孤城』の著者が贈る、圧倒的な  

"恋愛"小説。 

 

 
   

 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。） 


