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愛のようだ 長嶋有
白分
富田

心は少年、体は老人。
超高齢社会を楽しく生きる方法

池田清彦 日置 任侠書房 今野敏 富田

忙しいときの楽うま和食 高井英克 富田
30分でできる！
かわいいうで編み＆ゆび編み

寺西恵里子 日置 年間１万人の外国人客が泊まる宿
サクラホステル浅草体当りおもてなし術

鎌田智子 白分

命売ります 三島由紀夫 富田 昭和からの遺言 倉本聰 富田 はなちゃん12歳の台所
その後の、『はなちゃんのみそ汁』

安武はな 富田

祈るように生きる
マザー・テレサと共に

片柳弘史 白分 真犯人 翔田寛 日置 ヒクイドリ　警察庁図書館 古野まほろ 富田

おとなかわいいお花の切り紙
アイデアブック

日本ペーパー
アート協会 白分

成功脳と失敗脳
脳が震えるほど成功する方法

茂木健一郎 日置 武揚伝　決定版　上・中・下 佐々木譲
白浜
日置

おとめの流儀。 小嶋陽太郎 日置
戦国はるかなれど　上・下
堀尾吉晴の生涯

中村彰彦 日置 もの言うキャスター
大越健介がみた現代

大越健介 白分

岳飛伝　１５　昭影の章 北方謙三 日置 妻が抱える「夫ストレス」 石原加受子 日置
やさしくできるおしゃれな

和布・きものリメイク
和布リメイク
研究会 編

白分

からだが喜ぶ！
藤井恵のおうちごはん

藤井恵 富田 天平の女帝孝謙称徳 玉岡かおる
白浜
日置

ユートピア 湊かなえ
白浜
富田

きらきら眼鏡 森沢明夫
白浜
富田

トルコ軍艦エルトゥールル号の海難
オメル・
エルトゥール

白分 夜中の電話ー父井上ひさし最後の言葉 井上麻矢 白分

禁断のスカルペル 久間十義 白分 謎の毒親　相談小説 姫野カオルコ 白分 竜の道　２　昇龍篇 白川道 日置

クックパッドのおいしい厳選！
お持ちよりレシピ

クックパッド
株式会社・監修 富田 名前も呼べない 伊藤朱里 富田 ロゴスの市 乙川優三郎 富田

血管がぐんぐん若返る
えごま油の健康レシピ

佐田正隆(医学監修)
しらいしやすこ
(料理監修)

日置
何度も作りたくなる決定版

お持ちよりレシピ
阪下千恵 白分 私流に現在(いま)を生きる 堀文子 白分

 　　 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。→１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。

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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いちばんのなかよしさん
エリック・
カール

富田 あたらしいわたしの探し方
なんでも魔女商会　２３

あんびるやすこ 富田 あやとり大全集 野口廣(監) 本館

おとうさんぼくね… 長谷川義史 日置 あまのじゃくにかんぱい！ 宮川ひろ
富田
日置

お米の大研究
イネの生態から文化とのかかわりまで

丸山清明 (監) 日置

おもち！ 村上康成 日置 いじめ　行き止まりの季節 武内昌美 本館 学習まんが歴史で感動！エルトゥー
ルル号遭難事件　日本とトルコの絆

加来耕三
(企画･構成･監修)

日置

おふろやさんのまねきねこ とよたかずひこ 本館 男の子ってなんでできてる？ 小林深雪 本館 くらべてわかる！イヌとネコ 浜田一男 写真 日置

がんばれ！ルルロロ

いっぱいゆきだるま
あいはら
ひろゆき

本館 女の子ってなんでできてる？ 小林深雪 本館 心にひびくマンガの名言　１～5
人生の大切なことはマンガがすべて教えてくれる

富田

子どもばやしのお正月 さげさかのりこ
本館
日置

きえた!?かいけつゾロリ 原ゆたか
本館
富田
日置

地中世界のサバイバル　2
スウィート
ファクトリー

本館
富田

はなかっぱうみのぼうけん あきやまただし
本館
富田

黒魔女さんが通る!!　PART20
奇跡の5年1組、解散!?の巻

石崎洋司
本館
富田

72時間生きぬくための101の方法
子どものための防災BOOK 夏緑 富田

ヒメコひめのおかしやさん まついあや 本館
小説名探偵　コナン
ＣＡＳＥ１・２

土屋つかさ 本館 爆笑！！小学生あるある さそり山かずき 富田

へんしんマーケット あきやまただし 本館 第二次世界大戦の夜
マジック・ツリーハウス　39

メアリー・ポー
プ・オズボーン

富田 ぼくたちいそはまたんていだん 松岡芳英 写真
本館
日置

まくらちゃんです。 とよたかずひこ 日置
都会（まち）のトム＆ソーヤ
13　黒須島クローズド

はやみねかおる 日置 昔の子どものくらし事典 本間昇 (監) 本館

むねがちくちく 長谷川集平 日置 ぼくが弟にしたこと 岩瀬成子 日置 目でみる単位の図鑑 丸山一彦(監) 本館

えほん おはなし そのほかの
しゅるいのほん

毎 週土曜日　おはなし玉手箱　開催中
 （絵本の読み聞かせ・おはなし・紙芝居など）
 本館・富田分室（１１時～３０分間）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）




