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あなたのマイナンバーへの
疑問に答えます

水町雅子 白浜 裂き織り大全 箕輪直子 日置 ヒトでなし　金剛界の章 京極夏彦 白浜

歩いて旅する
熊野古道・高野・吉野

春野草結 富田
真田幸村のことがまんがで
3時間でわかる本

津田太愚 富田 平野レミと明日香の嫁姑ごはん物語 平野レミ
本館
白浜

いっきにわかる！身近な人が亡
くなった後の手続き

平林亮子 富田 サンタクロースの部屋
子どもと本をめぐって

松岡享子 本館 冬の光 篠田節子
白浜
富田

胃を切った人のおいしい回復
レシピ300

主婦の友社
(編)

日置 シニアのための健康ひとり鍋 浜内千波 白浜 ボス・イズ・バック 笹本稜平
白浜
富田

うちのＯＣＤ
〈強迫性障害／強迫症〉

しらみず
さだこ

白浜 スープジャーで楽しむひとり鍋 岩崎啓子 富田 墓標なき街 逢坂剛
白浜
富田

霧（ウラル） 桜木紫乃
白浜
富田

スピンクの壺 町田康 白浜 毎日かあさん 12 母娘つんつか編 西原理恵子 富田

大阪デパ地下激戦区で
働いてます。

猫田ゆう 本館 だれもわかってくれない
あなたはなぜ誤解されるのか

ハルヴァーソン，ハ
イディ・グラント 白浜 明治・金色キタン 畠中恵 白浜

家族のためのお留守番ごはん 堤人美 富田 デス・エンジェル 久間十義 白浜 メビウスの守護者
法医昆虫学捜査官

川瀬七緒 白浜

Ｋｉｌｌｅｒｓ　上・下 堂場瞬一 白浜 手作りしたい毎日のこども服 日置 もしも悩みがなかったら 鉄拳・水野敬也 白浜

帰蝶 諸田玲子
白浜
富田

ＤＶＤつき体を変える！整える！
足ケア＆マッサージ

池田明子 本館 ロマンシエ 原田マハ 富田

ギブ・ミー・ア・チャンス 荻原浩 富田 人魚の眠る家 東野圭吾
白浜
富田

わが心のジェニファー 浅田次郎
白浜
富田

ごてやん　私を支えた母の教え 稲盛和夫 白浜
陽だまりの天使たち
ソウルメイト２

馳星周 白浜 わかれ 瀬戸内寂聴 白浜

 　　 今月の新しく入った本
   一 般 書

 １２月の第４金曜日２５日（金）は本館・各分室ともお休みせずに開いています。
 どうぞご利用下さい。

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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だーれもいないだーれもいない 片山健 日置 きょうしつはおばけがいっぱい さとうまきこ 本館

とうめいにんげんのしょくじ 塚本やすし
本館
富田

ぜったいくだものっこ たかどのほうこ 本館

あるひ、いつものがくどうで。 ドーリー 本館 ノラネコぐんだんおすしやさん 工藤ノリコ
本館
富田

ニレの木広場のモモモ館 髙楼方子 本館

えほんからとびだしたオオカミ
グレゴワー
ル・マビール

本館
富田

ひともじえほん
こんどう
りょうへい

本館 ネット・ホラー
スマホの中には悪魔がいる

紺野りり 他 本館

絵本で出会う　星の王子さま
サン・テグ
ジュペリ

本館
ぼく、仮面ライダーになる！
ゴースト編

のぶみ 富田 ほねほねザウルス　１５
大けっせん！ガルーダVSヒドラ

ぐる～ぷ・
アンモナイツ

本館

おおきいサンタとちいさいサンタ 谷口智則 本館 ぼくらちきゅうじんだいひょう！ よしながこうたく 富田 マジック少年マイク　２
科学マジック・ショータイム！

ケイト・イーガン 富田

おしりたんてい
ププッおおどろぼうあらわる！

トロル 富田 みんなのくまくまパン 西村敏雄 本館

おとうふやさん 飯野まき 本館

オニのサラリーマン 大島妙子
本館
富田

AKB４８、被災地へ行く 石原真 本館

おんがくたいくまちゃん
ディヴィッド・
ウォーカー

富田 おばけがとりつくおんがくかい むらいかよ 富田 おりがみで春夏秋冬切り絵かざり いまいみさ 富田

かぜひいた… 小池アミイゴ 富田 怪談オウマガドキ学園　14
あやしい月夜の通学路

怪談オウマガドキ
学園編集委員会

富田 将棋教室 橋本崇載 監修 本館

サンタクロースになるひ 種村有希子
本館
富田

怪談オウマガドキ学園　15
ぞくぞくドッキリ学園祭

怪談オウマガドキ
学園編集委員会

富田 食品添加物キャラクター図鑑
気になるあの成分のホントがよくわかる

左巻健男 監修 本館

すすめ！ゆきのきゅうじょたい 鈴木まもる 本館 怪盗レッド　１２
ぬすまれたアンドロイド☆の巻

秋木真 本館 めちゃキラ！お仕事ブック
７つのしかけでお仕事がわかる

めちゃキラ！
委員会 編

本館

えほん

そのほかの
しゅるいのほん

おはなし

年 末年始のお休みのお知らせ
 本館・富田分室　１２月２８日（月）～１月５日（火）まで
 白浜・日置分室　１２月２７日（日）～１月４日（月）まで

★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。


