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あなたという国
ニューヨーク・サン・ソウル

ドリアン助川 白浜
決戦！関ヶ原　決戦！大坂城
決戦！本能寺　決戦シリーズ

伊東潤 他 日置 トラウマが９９％消える本 中島輝 白浜

あなたの人生、逆転させます
新米療法士・美夢のメンタルクリニック日誌

小笠原慧 白浜
子どもと夫を育てる
「楽妻楽母」力

森薫 日置 ハーメルンの誘拐魔 中山七里 白浜

いつかの人質 芦沢央 日置 小松とうさちゃん 絲山秋子 白浜 パワースポットの歩き方
スペシャリストに聞く聖地のヒミツ

天宮視子 白浜

一緒にいて疲れる人の話し方
楽な人の話し方

野口敏 白浜 これだけで、ラクうまごはん
よくばらない。やり過ぎない。

瀬尾幸子 富田 羊と鋼の森 宮下奈都 富田

 海を撃つ 吉村龍一 富田
最後だとわかっていたなら
イラスト版

ノーマ・コーネッ
ト・マレック

富田
１人でできる子が育つ
「テキトー母さん」のすすめ

立石美津子 日置

エデュケーション 増田昌文 日置 1 0代の脳
反抗期と思春期の子どもにどう対処するか

フランシス・
ジェンセン

日置 夫婦という病　夫を愛せない妻たち 岡田尊司 富田

踊り子と将棋指し 坂上琴 白浜 戦旗　大坂の陣最後の二日間 松永弘高 日置 二人ノ世界 松下隆一
白浜
富田

おひとりさまの最期 上野千鶴子 富田 狙撃手のオリンピック 遠藤武文 富田
ブラック・ヴィーナス
投資の女神

城山真一 日置

買い物の九割は失敗です 岸本葉子 富田
<小さな自分>から脱皮する
こころの授業

久瑠あさ美 日置 ぼんやり脳  上手にボーッとできる人は
仕事も人生もうまくいく

西多昌規 白浜

家庭でできるおいしい柑橘づくり
12か月

三輪正幸 富田 どうぶつたちの贈り物
小川洋子
鹿島田真希 他

富田 凜と咲きて 矢野隆 白浜

ガラパゴス　上・下 相場英雄
白浜
富田

年下のセンセイ 中村航 白浜 老嬢物語 高楼方子 白浜

クックパッド☆栄養士のレシピ☆
のおいしいキッチン

上地智子 日置 トライアンフ 悠木シュン 日置 ロング・ロング・ホリディ 小路幸也
富田
日置

 　　 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。→３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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イモリくんヤモリくん 松岡たつひで
ほんかん
とんだ

イルカカムバック 秋山弘 とんだ 大村智ものがたり
苦しい道こそ楽しい人生

馬場錬成 ひき

うめじいのたんじょうび かがくいひろし ほんかん
とんだ ウォーリーと１６人のギャング

リチャード・
ケネディ

ほんかん 大人になるっておもしろい？ 清水真砂子 ほんかん

がたごとがたごと
しゅっぱつしんこう

たかいよしかず ひき エイプリルと魔法のおくりもの
魔法の庭ものがたり　１８

あんびるやすこ とんだ 学校が教えてくれない戦争の真実
日本は本当に「悪い国」だったのか

丸谷元人 ひき

きょうりゅうがすわっていた 矢吹申彦 ほんかん ここから物語がはじまる 高田桂子 ひき 感染症キャラクター図鑑
気になるあの病気から自分を守る！

岡田晴恵・監修 ほんかん

グーグースースー
シモーナ・ム
ラッツァーニ

とんだ 心にのこる日本のどうわ15話
３さい～６さい親子で楽しむおはなし絵本

西本鶏介・監修 とんだ くだものいっぱい！おいしいジャム 石澤清美 とんだ

げんこつげんたろう 伊藤秀男 ひき
スーパーミラクルかくれんぼ！！
〔２〕 四天王だよ！全員集合！！

近江屋一朗 ほんかん
サクラの絵本
まるごと発見！校庭の木・野山の木1

勝木俊雄 編 ほんかん

しあわせないぬになるには
にんげんにはないしょだよ！

ジョー・ウィ
リアムソン

ほんかん
とんだ

なぞのじどうはんばいき さとうまきこ ほんかん
世界を動かすことば
世界でいちばん貧しい大統領のスピーチ

百瀬しのぶ とんだ

ぞうさん、どこにいるの？ バルー ひき ハイキュー！！ショーセツバン　６
疾れ！ルーキーズ！！

古舘春一
星希代子

ほんかん
空から宝ものが降ってきた！
雪の力で未来をひらく

伊藤親臣 とんだ

どんないちにち たしろちさと とんだ ぼくらの魔女戦記　２ 黒衣の女王 宗田理 ひき 〈できること〉の見つけ方
全盲女子大生が手に入れた大切なもの

石田由香理
西村幹子

ほんかん

なきむしおばけ なかのひろたか ほんかん マンモスアカデミー　１・２
ニール・
レイトン

ひき 鳥のサバイバル 1 ゴムドりco．
ほんかん
とんだ

ポテトむらのコロッケまつり 出口かずみ
ほんかん
とんだ わすれものチャンピオン 花田鳩子 ひき

光を失って心が見えた
全盲先生のメッセージ

新井淑則 ひき

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）




