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あの時から空がかわった 星野富広 白浜 韓国女ひとり旅 ミカズキカンナ 白浜 スティックおにぎり１００
お弁当にもホームパーティにも大活躍

宮沢史絵 白浜

異郷の友人 上田岳弘 日置 勘違い慣用表現の辞典 西谷裕子 日置  襷を、君に。 蓮見恭子 日置

医者のたまご世界を転がる 中島侑子 白浜 きみがもし選挙に行くならば
息子と考える１８歳選挙権

古川元久 富田 小さい農業で稼ぐコツ
加工・直売・幸せ家族農業で30ａ1200万円

西田栄喜 日置

イヤシノウタ 吉本ばなな 白浜 求愛 瀬戸内寂聴 富田 ツバキ文具店 小川糸 富田

裏切りの晩餐
オレン・
スタインハウアー 富田 京都鉄道博物館のすべて 富田

なぜ宗教家は日本でいちばん
長寿なのか

島田裕巳 白浜

エミリの小さな包丁 森沢明夫 白浜 嫌われる勇気
自己啓発の源流「アドラー」の教え

岸見一郎 白浜 ニッポンのアホ! を叱る
テレビ、新聞が垂れ流す「ニュースの嘘」を見抜け 

辛坊治郎 白浜

エリザベートをたどる 朝日新聞出版 編 白浜 子の無い人生 酒井順子 白浜 農家が教える野菜の収穫・保存・料理 西東社編集部 編 富田

温泉妖精 黒名ひろみ 日置 この日のために　上・下 幸田真音 白浜 ははがうまれる 宮地尚子 日置

女の七つの大罪
林真理子
小島慶子

白浜
富田

サラバンド・サラバンダ 藤沢周 富田 ビンボー魂
おばあちゃんが遺してくれた生き抜く力 

風間トオル 白浜

ガーデンセラピー
心身を癒やす究極の自然療法

高岡伸夫 富田
シニアの頭がやわらかくなる脳ト
レーニングクイズ＆健康クイズ

石田泰照 日置 防諜捜査 今野敏
白浜
富田

介護漂流
認知症事故と支えきれない家族

山口道宏 富田 秋霜 葉室麟
白浜
富田

ルノワールの犬と猫
ＡＲＴＢＯＸ　印象派の動物たち

安井裕雄 白浜

神の値段 一色さゆり 日置 12ヶ月の小花の寄せ植えレシピ 黒田健太郎 日置 ワカメちゃんがパリに住み続ける理由 長谷川たか子 白浜

 　　 今月の新しく入った本

 第４金曜日は本館・各分室ともお休みになります。→６月は２４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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なぞなぞはじまるよ 高畠純 とんだ 少年探偵響　１
銀行強盗にたちむかえ！の巻

秋木真 ほんかん

日本の神話古事記えほん１
国生みのはなしイザナキとイザナミ

三浦佑之 監修 とんだ ｢悩み部｣の焦燥と、その暗躍。 麻希一樹
ほんかん

ひき

いちにちパンダ くさのみなこ とんだ ねこどけい やまわきゆりこ
ほんかん
とんだ

テオの「ありがとう」ノート
クロディーヌ・ル・グ
イック＝プリエト

ひき

いちばんしあわせなおくりもの 宮野聡子 とんだ はちみつ いせひでこ ほんかん 父さんはドラゴン・パティシエ
おしごとのおはなし　パティシエ

柏葉幸子 ひき

いばりんぼうのカエルくん
こわがりのガマくん

松橋利光 とんだ はっけんずかんきょうりゅう
真鍋真 監修
工藤晃司 絵

とんだ ともだちたんていコブタンコ　２
きえた花ばたけ

藤本ともひこ とんだ

おみせやさんでくださいな！ さいとうしのぶ ほんかん 目でみることばのずかん
おかべたかし 文
やまでたかし 写真

とんだ

きょうりゅうがすわっていた 矢吹申彦
ほんかん

ひき もとこども いとうひろし
ほんかん
とんだ

すききらい、とんでいけ！
もぐもぐマシーン

リュシー・
ジョルジェ

ひき ライオン１頭
スティーブン・
ウォルトン

ひき ウナギのいる川いない川 内山りゅう ほんかん

すずめくんどこでごはんたべるの？ たしろちさと ほんかん わかってるもん ひろさわさえこ とんだ 出発進行！里山トロッコ列車
小湊鐵道沿線の旅

かこさとし ほんかん

ぞうちゃんとねずみちゃん 三浦太郎 とんだ ぜんぶわかる！イネ 内山りゅう ほんかん

ちょう　いきいきいきもの
いまもり
みつひこ

ほんかん
コミュニケーションナビ話す・聞く　１
やるぜ！ビブリオバトル 谷口中大（監) ひき

つなみとゴンとコン 小泉るみ子 とんだ
くろグミ団は名探偵
カラス岩の宝物

ユリアン・プレス ほんかん 飛鳥時代のサバイバル 細雪純
ほんかん
とんだ
ひき

てるてるぼうずとふりふりぼうず せなけいこ ほんかん 交番のヒーロー
おしごとのおはなし　警察官

如月かずさ ひき 鳥のサバイバル　２ ゴムドリＣｏ．文
ほんかん
とんだ
ひき

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。

（　）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


