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赤毛のアンナ 真保裕一 白浜 漆黒の象 海野碧 富田 １１２日間のママ 清水健 白浜

アシタノユキカタ 小路幸也 富田 自分のままで暮らす 吉沢久子 日置
普通の人が老後まで安心して暮ら
すためのお金の話

佐藤治彦 白浜

いいかげんに、生きる 心屋仁之助 富田 死龍（スロン） 藤岡真 日置
フランス人は１０着しか
服を持たない　２

ジェニファー・
Ｌ．スコット

富田

良（い）いかげんごはん たかぎなおこ 白浜 神剣　人斬り彦斎 葉室麟
白浜
富田

ブロッケンの悪魔
南アルプス山岳救助隊Kー９

樋口明雄 日置

踊り子と将棋指し 坂上琴
白浜
富田

天下人の茶 伊藤潤 白浜
ほっとくだけで味か決まる
漬けたら、すぐおいしい！

堤人美 日置

陰山英男の「集中力」講座 陰山英男 日置 天才 石原慎太郎 富田 また、同じ夢を見ていた 住野よる 富田

片づけが楽しくなる

無印良品でつくる子ども空間
吉川圭子
監修

白浜 図書館の殺人 青崎有吾 日置 ミナトホテルの裏庭には 寺地はるな 富田

体が硬い人のための 関節が
柔らかくなるストレッチ＆筋トレ

荒川裕志 日置
何が起きても命を守る防災減災
ＢＯＯＫ

ゆうゆう編集部
(編)

日置 ミレニアム４　（上）（下）
ダヴィド・
ラーゲルクランツ 白浜

臥龍 横浜みなとみらい署暴対係 今野敏
白浜
富田

信長の肖像 志野靖史 日置 やがて海へと届く 彩瀬まる 白浜

官賊と幕臣たち 列強の日本侵略を
防いだ徳川テクノクラート

原田伊織 白浜 ハーメルンの誘拐魔 中山七里
白浜
日置

４５歳、１０カ月で３５ｋｇ
ヤセた私の成功法則

西園寺リリカ 白浜

決定版！体温を上げる健康法 川嶋朗 白浜
火野正平
若くなるには、時間がかかる

火野正平 富田 ＬＥＯＣのバランスごはん ＬＥＯＣ 編 白浜

逆島断雄と進駐官養成高校の決闘 石田衣良
白浜
日置

病気の９割は歩くだけで治る！ 長尾和宏 富田
ワンランクアップ！
50代からの常識＆マナー

相川誠 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。→４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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妖怪用心火の用心
九十九さんちのかぞえうた

山村浩二 ほんかん

りきしの春 本秀康 とんだ

いけいけ！
しょうがくいちねんせい

北村裕花 とんだ １年まるごときょうはなんの日？
｢１年まるごときょうは
なんの日？」編集委員会
(編)

ひき

いつだってともだち
おれたち、ともだち！

降矢なな
ほんかん

ひき
紙ひこうきクラフトスクール
レベル４　上級編

クリストファー・
Ｌ・ハーボ ひき

うまれたよ！ホタル 中瀬潤 とんだ きょうはかぜでおやすみ
パトリシア・
マクラクラン

ひき 進撃の巨人空想科学読本 柳田理科雄 ほんかん

おじいちゃんのゆめのしま
ベンジー・
デイヴィス

ほんかん
こんや、妖怪がやってくる
中国のむかしばなし

君島久子 ほんかん スピルバーグ　オールカラーまんがで読
む知っておくべき世界の偉人

イズジョン ほんかん

そりゃあもういいひだったよ 荒井良二 とんだ ショクパンのワルツ ながすみつき
ほんかん

ひき
田んぼのコレクション 内山りゅう ほんかん

そろそろそろーり たんじあきこ とんだ たらふくまんま 馬場のぼる
ほんかん
とんだ

ときめく猫図鑑 今泉忠明 ほんかん

たこやきのたこさぶろう 長谷川義史 とんだ どうぶつのおばけずかん 斉藤洋 ほんかん
ドラえもんふしぎのヒストリー １
日本はじまる！　旧石器時代

藤子・Ｆ・不二雄 ほんかん

だれかぼくをぎゅっとして！
シモーナ・
チラオロ

ひき なりたいふたり 令丈ヒロ子 ほんかん
NEWマーク・記号の大百科
１～６

太田幸夫（監） ひき

ダンゴムシのコロリンコくん
カズコ・Ｇ・
ストーン

ほんかん
とんだ
ひき

フットボール・アカデミー
１～６

トム・パーマー ほんかん まるごと日本の世界遺産 増田明代 ほんかん

とびだす！いないいないばあ 尾田瑞季 ひき ポンちゃんはお金もち たかどのほうこ ほんかん

とんでもない 鈴木のりたけ
ほんかん
とんだ
ひき

大中小探偵クラブ　〔２〕
鬼腕村の殺ミイラ事件

はやみねかおる ほんかん ほんかん

えほん そのほかの
しゅるいのほん

おはなし

ＤＶＤ 
ムーミン　パペットアニメーション  １～４巻

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


