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※ 3，10，17，24 日 は休館日です。 

 

開館時間：平日 １０時 ～ １8 時 ／ 土・日・祝 １０時 ～ １６時 

 

※ 新型コロナウィルスの影響や災害・悪天候により、臨時休館や繰り上げ閉館と

なる場合があります。 

春のブックラリー のおしらせ  
期間：４月１５日（土）から５月２８日(日)まで  

 



新 着 図 書 案 内（新刊の貸出は５冊中２冊まで） 

 
文  学 

  

41413 散歩が楽しくなる俳句手帳 堀本 裕樹∥著 東京書籍 

41535 祈りも涙も忘れていた 伊兼 源太郎∥著 早川書房 

41536 ドラゴンズ・タン 宇佐美 まこと∥著 新潮社 

41538 リバー 奥田 英朗∥著 集英社 

41540 夏日狂想 窪 美澄∥著 新潮社 

41542 首取物語 西條 奈加∥著 徳間書店 

41550 殺人者の白い檻 長岡 弘樹∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

41557 いけない ２ 道尾 秀介∥著 文藝春秋 

41707 祝祭のハングマン 中山 七里∥著 文藝春秋 

41851 この世の喜びよ 井戸川 射子∥著 講談社 

41723 
菜の花食堂のささやかな事件簿 〔５〕 

 木曜日のカフェタイム 
碧野 圭∥著 大和書房 

41725 てらこや青義堂 今村 翔吾∥著 小学館 

41729 小麦の法廷 木内 一裕∥著 講談社 

41733 萩の餅 坂井 希久子∥著 角川春樹事務所 

41744 決断の刻（とき） 堂場 瞬一∥著 東京創元社 

41746 一橋桐子〈７６〉の犯罪日記 原田 ひ香∥著 徳間書店 

41748 ラーゲリより愛を込めて 
辺見 じゅん∥原作 

前川 奈緒∥ノベライズ 
文藝春秋 

41749 紙屋ふじさき記念館 〔３〕 カラーインクと万年筆 ほしお さなえ∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

41752 泥の中で咲け 松谷 美善∥著 
幻冬舎メディアコ

ンサルティング 

41761 小雪ずし 和田 はつ子∥著 角川春樹事務所 

41835 どうした、家康 矢野 隆 ほか∥著 講談社 

41837 片手斬り 風野 真知雄∥著 双葉社 

41840 〈あの絵〉のまえで 原田 マハ∥著 幻冬舎 

 
実用書 

  

41394 病気がわかる事典 〔２０２０〕 山川 達郎∥監修 成美堂出版 

41682 すごい会話のタネ700 話題の達人倶楽部//編 青春出版社 

41719 
７１歳、年金月５万円、あるもので工夫する楽しい 

節約生活 
紫苑∥著 大和書房 

41720 まちどおしくなるごはん まいのおやつ∥著 ワニブックス 



✿春のおはなし会スペシャル（おはなしころころさん）           

   ４月１５日(土) １０：３０～ ２階・集会室 

 

       ✿子ども読書の日 ブックラリー     

       ４月１５日(土)～５月２８日(日) 

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！ 

 

 
マンガ 

  

41722 信長のシェフ ３３ 梶川 卓郎∥著 芳文社 

 
児童書 

  

41623 もりのくまさん 
馬場 祥弘∥訳詞 

いりやま さとし∥絵 

ひさかたチャイ

ルド 

41625 ちゃぷちゃぷぷーん 
得田 之久∥文 

及川 賢治∥絵 
福音館書店 

41646 もりのおとぶくろ 
わたり むつこ∥作 

でくね いく∥絵 
のら書店 

41652 ぱちぱちおめでとう ひろゆた∥作 小学館 

41766 きのこ 
保坂  健太郎∥ほか執筆

大作 晃一∥ほか写真 
小学館 

41770 私立探検家学園 １ はじまりの島で 斉藤 倫∥著 福音館書店 

41773 鈴の音が聞こえる 辻 みゆき∥著 講談社 

41774 かいけつゾロリにんじゃおばけあらわる！ 原 ゆたか∥さく・え ポプラ社 

41776 ラスト・チェリー・ブロッサム 
キャサリン・バーキンショー

∥作/吉井 知代子∥訳 
ほるぷ出版 

41788 でんしゃがきた！ 石橋 真樹子∥さく 福音館書店 

41794 サクラ おくやま ひさし∥作 ほるぷ出版 

41798 はるやさいのはるやすみ 
林 木林∥作 

柿田 ゆかり∥絵 
ひかりのくに 

41800 しずくちゃん ３８ うるおいちゃん、けっこんする！？ ぎぼ りつこ∥作・絵 岩崎書店 

41803 さくら こが ようこ∥ぶん・え 大日本図書 

41821 くるま！くるま！くるま！ まるはま∥絵 講談社 

41848 たんぽぽのちいさいたねこちゃん なかや みわ∥さく 学研教育みらい 



 主人公は警視庁捜査一課の瑠衣。中堅ゼネコン会社課長の父と 

二人暮らし。父の同僚二人、そして父もが相次いで不審死を遂げ 

る。一体どうなっているのか。三人には裏金作りの嫌疑がかかっ 

ているという。事件当事者家族のため捜査に加われず疑心に駆ら 

れる瑠衣の前に私立探偵の鳥海が現れる。法律では裁けない人間 

を司法に代わって裁く影のヒーロー〈私刑執行人（ハングマン）〉 

の物語。 

 

 

『さくら』 

こが ようこ∥ぶん・え 

 

 

服部 美法∥ぶん・え 

 

                 

       『祝祭のハングマン』  中山 七里 著 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本の予約及びリクエストについて 

★ 図書室所蔵の本で貸出中の場合は、「図書予約カード」にて予約ができます。 

★ 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。） 

✿春のおすすめ絵本✿ 

『はるやさいのはるやすみ』 

林 木林∥作 

柿田 ゆかり∥絵 

『たんぽぽのちいさいたねこ

ちゃん』 

なかや みわ∥さく 


