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一生お金に困らない生き方 心屋仁之助 富田 刑事群像 香納諒一
白浜
日置

手取り１５万円でも
年６０万円貯まる　節約のレッスン６４

ＳＥ編集部 編 白浜

イニシエーション・ラブ 乾くるみ 富田
子どもの身長がぐんぐん伸びる
おいしいレシピ150

中野康伸 監修　 富田 手ぬいで作るきものリフォーム
チュニックとポーチ

高橋恵美子 白浜

いまのはなんだ？地獄かな 花村萬月 白浜 粉豆腐で健康長寿レシピ 前本勝利 監修 富田 東京近江寮食堂 渡辺淳子 富田

エコで楽しむもの作り
身近にあるものでカンタンもの作り

松窪美智子 白浜 ごんたくれ 西条奈加 白浜 煮もの 斉藤辰夫 日置

槐（エンジュ） 月村了衛 白浜 小説創業社長死す 高杉良 日置 人間、最後はひとり 吉沢久子 白浜

親の家を片づける、整理する　　　
実家の片づけ
研究会

富田 睡眠障害の謎を解く
「眠りのしくみ」から「眠るスキル」まで

櫻井武 白浜 猫は抱くもの 大山淳子 白浜

岳飛伝　１２　飄風の章 北方謙三 日置 過ぎ去りし王国の城 宮部みゆき
白浜
富田

脳が目覚める！けん玉レッスン
初めてでもすぐできる！

白澤卓二 白浜

影踏み鬼　新撰組篠原泰之進日録 葉室麟
白浜
日置

誓約 薬丸岳
白浜
富田

ヒア・カムズ・ザ・サン
東京バンドワゴン

小路幸也
白浜
富田
日置

火星に住むつもりかい？ 伊坂幸太郎
白浜
日置

絶景日本の花巡り　野に山にあなた
にも行けるお花畑　未来に残したい

中村義毅 富田 「開け！肩甲骨」で肩こりは治る
主婦の友社
（編）

日置

家族という病 下重暁子 白浜 探偵・竹花　帰り来ぬ青春 藤田宜永 日置 星砂物語
ロジャー・
パルバース

富田

奇皇后　上・下
チャン・
ヨンチョル

白浜 胆石・胆のう炎・膵炎の安心ごはん 加藤眞三 他 日置 保春院義姫　伊達政宗の母 高橋義夫 日置

熊野古道をあるく
（大人の遠足BOOK）

富田
使える！かわいい！
折り紙ZAKKA

岡田郁子 日置 リバース 相場英雄 日置

 　　 今月の新しく入った本
   一 般 書

５ 月より白浜分室・日置分室は　 第４金曜日がお休みになります。 →５月は２２日（金）です。
 （会議・室内図書整理などのため）　ご不便をおかけ致しますが、よろしくお願い申し上げます。
 　尚、本館・富田分室も今まで通り第４金曜日はお休みです。

本館→本館　白浜→白浜分室  富田→富田分室　日置→日置分室
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しろがくろのパンダです。 平田景 富田
黒魔女さんが通る!!　PART19
「あゆみ」の呪い!?の巻

石崎洋司 富田

ちっちゃなトラック
レッドくんとイエローくん

みやにしたつや 本館
ショコラとコロン
おかしの家のパンケーキ

ふくざわゆみこ 富田

あかきあおみどり
ディック・
ブルーナ

本館 どうぶつ
ディック・
ブルーナ

本館 チェラブ　英国情報局秘密組織
Mission 10 リスク

ロバート・マカモア 日置

あけなかったよ！ 菅野カズシゲ 日置 ねねねのねこ 北村裕花 日置 リフォーム支店本日休業
なんでも魔女商会　２２

あんびるやすこ 富田

あっ！みーつけたっ！ 大島妙子 日置 はるなつあきふゆ
ディック・
ブルーナ

本館

アントンせんせいおでかけです 西村敏雄 本館 パンのようちえんえんそくにいく さとうめぐみ 本館

うさこちゃんのたんじょうび
ディック・
ブルーナ

本館 まてまてタクシー 西村敏雄 富田 遊べる工作大図鑑 阿部知子 監修 本館

おかおおかおおかおだよ 山村浩二 本館 もういいかい 中野真典 日置
アンコール・ワットの
サバイバル　２

洪在徹
本館
富田

おべんとうだれとたべる？ あずみ虫 本館 ヤマネのナノのぼうけん むらかみひとみ 富田 大津波のあとの生きものたち 永幡嘉之 本館

おむかえ ひがしちから 日置
とことこペンギン隊の
かわいい工作あそび

あべななえ 本館

おむかえまだかな おかだちあき 本館
まるわかり！パラリンピック
１～４

日本障がい者スポー
ツ協会（監修）

日置

きみへのおくりもの 刀根里衣 富田 あやしいジュース
はじめてよむこわ～い話

堀口順子 日置 昔の道具うつりかわり事典 三浦基弘 監修 日置

ごはん 平野恵理子 本館 きえたじょろうぐものひみつ
はじめてよむこわ～い話

正岡慧子 日置 夢の名作レシピ　１～３ 星谷奈々 監修 日置

えほん

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。

赤字はお休みの日です。
分室はお昼休み（１２時～１３時）があります。
ご注意下さい。

　　　   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・第４金曜日・年末年始・蔵書点検期間）
　　　  日置分室  ５２－２６６０（日・月曜日・祝日・第４金曜日・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。


