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iPadで６５歳からの毎日を１０倍
愉しくする私の方法

牧壮 白浜
かんたん！アレンジ＆リメイク
でトートバッグを作ろう

富田 波の音が消えるまで　上・下 沢木耕太郎 白浜

あなたは、誰かの大切な人 原田マハ 富田 君がいる時はいつも雨 山田悠介 富田
2000円から始める!!
ふるさと納税裏ワザ大全

金森重樹 監修 富田

インデックス 誉田哲也
白浜
富田

クックパッドのおいしい厳選！

定番レシピ
クックパッド
株式会社監修

富田
人間関係や仕事、恋にも有効！マンガで
学ぶ心屋仁之助の「非常識」でコミュニ
ケーションはラクになる

心屋仁之助 富田

美しい世界の国立公園
絶景とアウトドアを楽しむ旅

富田
Kume MariのDIYでつくる家、

つくる暮らし　DIY LIFE KumeMari 日置 認知症になった私が伝えたいこと 佐藤雅彦 白浜

ウドウロク 有働由美子 白浜
この人たちについての
１４万字ちょっと

重松清 白浜 波止場浪漫　上・下 諸田玲子
白浜
富田

営繕かるかや怪異譚 小野不由美 富田 365日。
-小さなレシピと、日々のこと-

渡辺有子 富田 晩鐘 佐藤愛子 白浜

逢魔 唯川恵
白浜
富田

少女A 新堂冬樹 日置 福も来た　パンとスープとネコ日和 群ようこ 富田

屋上と、犬と、ぼくたちと 若月香 日置
症状別不調のときに
食べたいごはん

コウ静子 日置 ブルース 桜木紫乃 白浜

男脳と女脳
人間関係がうまくいく脳の活用術

茂木健一郎 白浜 女子部活食 海老久美子 日置 マル暴甘糟 今野敏
白浜
富田

おり紙ヒコーキ大集合BOOK
超飛び２６機

戸田拓夫 日置 心中しぐれ吉原 山本兼一
白浜
日置

山で正しく道に迷う絵本
“まさか！”の原因は山ではなく、“心”が作りだす

昆正和 日置

おりがみ指人形オリパペ
切らずに１枚で折る

フチモトムネジ 富田
人生が変わる

キャンピングカー生活大全 大岡豪 日置 ルール 堂場瞬一 白浜

かぎ針で編む縁起もののあみぐるみ 寺西恵里子 白浜 人生はZOOっと楽しい！
毎日がとことん楽しくなる６５の方法

水野敬也
長沼直樹

富田 京大芸人式日本史 菅広文 白浜

神様の裏の顔 藤崎翔 日置 友だちの数で寿命はきまる
人との「つながり」が最高の健康法

石川善樹 白浜 伶也と 椰月美智子 白浜
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にがいおくすりのめるかな 深見春夫 本館
ハイキュー！!
ショーセツバン！！　４

古舘春一
星希代子

本館

ねこのでんきやスイッチオン 渡辺有一 富田 ブラック◆ダイヤモンド　５ 令丈ヒロ子 本館

あなぐまアパート あんびるやすこ
本館
富田

はじめてのどうぶつちゅ！ぎゅ！
０・１・２さいぐんぐんそだつ好奇心

今泉忠明 監修 富田 都ギツネの宝　（シノダ！８） 富安陽子 日置

アンパンマンとブリキッド
それいけ！アンパンマンアニメライブラリー　５

やなせたかし 本館 ベタベタかめん あきやまただし 日置 勇者ライと３つの扉　２  銀の扉
エミリー・
ロッダ

本館

エスカレーター
いかがですかレーター

丸山誠司 本館 ほんとうになっちゃうかもよ 斎藤多加子 日置

おばけのあんみつ 国松エリカ 富田 みつけてごらん！のりもの
ダウン・
シレット

富田

さがそ！おとぎのくに かろくこうぼう 富田 あたる！！おもしろ妖怪うらない 章月綾乃 本館

十二支のどうぶつ小噺 川端誠 本館 うわさの怪談恐怖の学校Special 魔夜妖一 富田

ダダダダダディーマン みやにしたつや 日置 アオハライド 映画ノベライズ 白井かなこ 本館
気をつけよう！
スマートフォン　１

小寺信良 日置

だって・・・学校の巻 下谷二助 日置
キャベたまたんていきょうふの
おばけやしき

三田村信行 富田 ジュニア空想科学読本　３ 柳田理科雄 本館

つかまえろ！
カタリーナ・
ヴァルクス

日置 シロガラス　１ 佐藤多佳子 日置 ちょっとやさしいチャレンジミッケ！
シーモアのともだち

ウォルター
ウィック

本館

なんのじゅうたい？ オームラトモコ
本館
富田

男子☆弁当部
あけてびっくり！オレらのおせち大作戦！

イノウエミホコ 本館
どうぶつのあかちゃん
しぜんにタッチ！

富田

そのほかの
しゅるいのほん

おはなし

毎週土曜日１１時～おはなし玉手箱開催中
本館・富田分室どちらか
近い方にお越し下さい。

★ご希望の本がありましたら図書館にお越し下さい。
★電話での予約もできます。

えほん

                   
      本 館   ４３－２９２２（月・火曜日・第４金曜日・祝日・年末年始・蔵書点検期間） 
     富田分室  ４５－００４８（月・火曜日・第４金曜日・祝日・年末年始・蔵書点検期間） 
     白浜分室  ４２－４５６４（日・月曜日・祝日・年末年始・蔵書点検期間） 
     日置分室  ５２－２６６０（日・月曜日・祝日・年末年始・蔵書点検期間）        



図書館カレンダー　赤字はお休みの日です。休館（室）日にご注意下さい。


