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明日この世を去るとしても、
今日の花に水をあげなさい

樋野興夫 白浜
沢村さん家（ち）は
もう犬を飼わない

益田ミリ 白浜 超一流の雑談力 安田正 富田

今こそ伝えたい子どもたちの
戦中・戦後　小さな町の出来事と暮らし

野崎耕二 白浜 三匹の犬と眠る夜 落合恵子 白浜 啼かない鳥は空に溺れる 唯川恵
白浜
富田

王とサーカス 米澤穂信 白浜 十字の記憶 堂場瞬一 白浜 人間の分際 曽野綾子 富田

お母さんの笑顔が子どもを伸ばす
ＬＩＦＥ　ＩＳ　ＨＡＰＰＹ

高濱正伸 富田 シルバー川柳　５
全国有料老人
ホーム協会

富田
太らない体をつくる！
スーパーミルク健康法

北村豊 他監修 白浜

お金をかけずに老後を楽しむ
贅沢な節約生活

保坂隆 富田 スカラムーシュ・ムーン 海堂尊
白浜
富田

プロフェッション 今野敏
白浜
富田

おかんメール　４
｢おかんメール｣制
作委員会編 富田 スクラップ・アンド・ビルド 羽田圭介

白浜
富田

卜伝飄々
（ぼくでんひょうひょう）

風野真知雄 白浜

大人のpremium
PLUS 1LIVING VOL.2
今、いちばんリラックスできる大人スタイルな暮
らし

主婦の友社 白浜 砂の街路図 佐々木譲 白浜 炎の塔 五十嵐貴久 白浜

家計を元気にする税金活用術 湊義和 富田 世界の果てのこどもたち 中脇初枝
白浜
富田

息子の将来、だいじょうぶ？
教育オンチが考える

細川貂々 富田

季節のおりがみ壁飾り
折ってつないで作る

堀込好子 富田 絶景の城めぐり
城下町のよりみちと楽しむ

ＪＴＢ
パブリッシング

白浜 やくみつるの秘境漫遊記 やくみつる 白浜

きわこのこと まさきとしか 白浜 総理にされた男 中山七里 白浜 やせる生活 島野雄実 富田

９７歳。いくつからでも人生は
考え方で変わります

吉沢久子 富田 他者という病 中村うさぎ 白浜 藪医ふらここ堂 朝井まかて 白浜

金魚姫 荻原浩 富田 為吉　北町奉行所ものがたり 宇江佐真理 白浜
夜、眠る前に読むと心が「ほっ」
とする50の物語

西沢泰生 富田

 　　 今月の新しく入った本
   一 般 書

第 ４金曜日は本館・各分室ともお休みになります。 →９月は２５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。

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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どんどんくるくる 岩田明子
本館
富田

ぼくらの魔女戦記　１
黒ミサ城へ

宗田理 日置

どんどんめくってはっけん！
ちきゅうのふしぎ

マリアンナ・
オクレヤク

本館 真代家こんぷれっくす！　５ 宮沢みゆき 本館

あしにょきにょきにょき 深見春夫
本館
富田

ペンギンのパンゴー 市川里美 富田

お～いシーモア！
スペシャルなチャレンジミッケ

糸井重里 本館 本館

おつきみおばけ せなけいこ
本館
富田

本館 うわさの怪談　魔夏の悪夢 魔夜妖一 富田

ガスパールこいをする
ゲオルグ・ハレ
ンスレーベン

本館
赤の他人だったら、
どんなによかったか。

吉野真理子 日置 オリロボオリガミソルジャー
切らずに１枚で折るオリガミロボット

フチモトムネジ 本館

ジャッキーつきへいく あだちなみ 本館 おしりたんてい
むらさきふじんのあんごうじけん

トロル 富田 回転寿司おもしろ大百科　おしごと
図鑑　社会科学習にも役立つ！！

富田

ジンベエザメのはこびかた 松橋利光・写真
本館
富田

キャベたまたんてい
ちんぼつ船のひみつ

三田村信行 富田
恐竜レスキュージュラKIDS！
上・下

富田京一 監修
本館
富田

スポンジ・ボブをさがせ！ 学研教育出版 本館 コービーの海 ベン・マイケルセン 日置 空海　　平安人物伝 加来耕三 本館

たとえば、せかいがゴロゴロ
だったら

高畠那生 富田 ぞくぞく村のランプの精ジンジン 末吉暁子
本館
富田

実験対決　学校勝ち抜き戦
１６・１７

ゴムドリｃｏ．
文

本館

チェリーひめのかくれんぼ かとうようこ 本館 ダンシング☆ハイ　３
海へＧＯ！ドキドキ★ダンス合宿

工藤純子 本館
ポケットモンスターＸＹ
ポケモン全国大図鑑

本館

つみつみでんしゃ かとうようこ 本館
東京喰種（トーキョーグール）
日々

石田スイ原作＋
和田シン小説

本館 紫式部
はなやかな王朝絵巻『源氏物語』の作者

谷口孝介 監修 富田

としょかんへいこう 田中六大
本館
富田

２年Ａ組探偵局　５
ぼくらのテスト廃止事件

宗田理 本館 ワンガリ・マータイ
ケニアに緑を取りもどした環境保護活動家

毎日新聞社
MOTTAINAIキャン
ペーン事務局

富田

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


