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あなただけの、咲き方で 八千草薫 白浜 クックパッドみんなのおにぎらず 富田 話す！聞く！おしゃべりの底力
日本人の会話の非常識

堀尾正明 白浜

うちの子が泣いてるワケ
グレッグ・
ペンブローク

富田 九年前の祈り 小野正嗣
白浜
富田

夫婦ふたりのシニアごはん
買いすぎず、食べきる「小さな生活」

城川朝 白浜

縁運勘、人　ハイヒールモモコの
欲しいものをすべて手に入れる法則

ハイヒール・
モモコ

本館
50歳からの個人起業でもう一花
咲かせたいときに読む本

白川博司 白浜 ブラックオアホワイト 浅田次郎 富田

おかんメール　３
おかんメール制
作委員会 編

富田
こんなフラワーアレンジ作って
みたい！　７０の花レシピ

白浜 ほんとうの贅沢 吉沢久子 白浜

大人の漢字セミナー
一週間でさらっとおさらい

下村昇 白浜 サナキの森 彩藤アザミ 白浜
ミツカンとクックパッドの
ほど塩レシピ ほどよいお塩でおいしい！

ミツカン 監修　       クックパッド 監修 白浜

女はつまる男はくだる
おなかの調子は３分でよくなる！

水上健 白浜 千日のマリア 小池真理子
白浜
富田

三成の不思議なる条々 岩井三四二 白浜

片づく家の収納レシピ ダイワハウス 監修 富田 その悩み、豚に相談した?
ロースおじさんのとんかつQ&A

ロースおじさん 白浜 もしも人生をやりなおせるなら
ナディーン・ステア 文
こがらしパレード 絵
かみひこうき 訳

白浜

悲しむ力
深く悲しまない人間は幸せになれない

大越俊夫 白浜 脱・限界集落株式会社 黒野伸一 富田 森に願いを 乾ルカ 富田

神さまたちの遊ぶ庭 宮下奈都 富田 端正な生き方 曽野綾子 白浜 闇から届く命 藤岡陽子 富田

神様のカルテ　０ 夏川草介 富田
長友佑都体幹×

チューブトレーニング
長友佑都 本館 夢をまことに 山本兼一 富田

キャプテンサンダーボルト
阿部和重
伊坂幸太郎

白浜
なぜ日本人は「世間」を
気にするのか

三浦朱門 白浜 るるぶ高野山 富田

今日も嫌がらせ弁当
反抗期ムスメに向けたキャラ弁ママの逆襲

ttkk 富田 日中韓マナー・慣習基本事典 佐藤貢悦 白浜 我が心の底の光 貫井徳郎 富田

クスリに殺されない47の心得
体のチカラがよみがえる近藤流「断薬」のススメ

近藤誠 富田
日本国最後の帰還兵深谷義治と
その家族

深谷敏雄 日置 悪足掻きの跡始末　厄介弥三郎 佐藤雅美 白浜

　　 今月の新しく入った本
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ルラルさんのぼうえんきょう いとうひろし
本館
富田

わすれもの大王 武田美穂
本館
富田

うんこしりとり tupera tupera
本館
日置

季節のなめこ図鑑
欧州・北米編

Beeworks/監修 富田

おばあちゃんが
おばあちゃんになった日

長野ヒデ子
本館
富田

気をつけよう！スマートフォン
２

小寺信良 日置

カミツキガメは悪いやつ？ 松沢陽士 本館 あまねく神竜住まう国 荻原規子 富田 大気汚染のサバイバル スィートファクトリー
本館
富田

す～べりだい 鈴木のりたけ 本館 ゲンタ！ 風野潮 本館
たのしいお休み
１００１のさがしもの

テリ・ガウアー 本館

センシュちゃんとウォットちゃん
おやつのくに

工藤ノリコ 本館 銭天堂　ふしぎ駄菓子屋　３ 廣嶋玲子 本館
よくわかるLED・
発光ダイオードのしくみ

伊藤尚未 富田

たんぽぽねこ せなけいこ
本館
富田

ないしょにかんぱい！ 宮川ひろ
日置
富田

わらうプランクトン ひらいあきお 富田

ティモシーとサラ
ちいさなとしょかん

芭蕉みどり
本館
富田

ねこの手かします　５
ねこじたのまき

内田麟太郎 富田 ＤＶＤ　
ドングリ・ドングラ コマヤスカン

本館
富田

ふたりはおばけのふたご！？ むらいかよ 富田
ちびまるこちゃん
「まる子、ボウリングに行く」の巻

本館

みんなおおきくなった 藤本ともひこ
本館
富田

いつでもだれかの味方です 田中直子 本館
ちびまるこちゃん
「まる子流、茶道」の巻

本館

めくって発見！えほんのりもの
知的好奇心を育てるしかけ図解えほん！

本館
富田

ルゥルゥおはなしして たかどのほうこ 本館
仮面ライダー×仮面ライダー
鎧武＆ウィザード天下分け目の戦国
MOVE大作戦

本館

おはなし

１人２本１週間
借りることが出来ます。

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。

分室はお昼休み（１２時～１３時）があります。ご注意下さい。

えほん そのほかの
しゅるいのほん

                   
      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。


