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暗幕のゲルニカ 原田マハ 白浜 こころの手足 中村久子 富田  橋を渡る 吉田修一 富田

異郷の友人 上田岳弘 日置
これからを生きるあなたに
伝えたいこと

美輪明宏
瀬戸内寂聴

白浜 ははがうまれる 宮地尚子 日置

1日3分！ 指体操で元気な脳になる！
集中力・思考力・記憶力がアップ

白澤卓二 日置 サブマリン 伊坂幸太郎 白浜 バラカ 桐野夏生
白浜
日置

海の見える理髪店 荻原浩
白浜
富田

宿根草と低木でスコットランド流
手間いらずの庭づくり

ニコラス・
レナハン

富田 原節子の真実 石井妙子 白浜

絵本はこころの架け橋 岡田達信 日置 ショートショート診療所 田丸雅智 富田 日陰をいかす美しい庭
ＮＨＫ出版 編
月江成人 監修 白浜

大橋鎭子と花森安治
『暮しの手帖』二人三脚物語

塩澤実信 白浜 真実の檻 下村敦史 白浜 ひとりは安らぎ感謝のとき 梅木信子 白浜

オリーブの丘へ続くシリアの小道で
ふるさとを失った難民たちの日々

小松由佳 白浜 世界の美しい庭園図鑑
大野暁彦・
鈴木弘樹監修

富田 マンガでわかるマイナンバー
－誰もが知っておくべき１３のポイントー

角川アスキー
総合研究所

富田

神様のコドモ 山田悠介 富田
セルフリフォームＤＩＹ　ＢＯＯＫ
自分で作るお気に入りの部屋

白浜 三つの毒を捨てなさい 平井正修 富田

カラダよろこぶオイルおにぎり 神田依理子 富田 尖閣ゲーム 青木俊 日置 モンスターマザー     長野・丸子実業
「いじめ自殺事件」教師たちの闘い

福田ますみ 富田

勘違い慣用表現の辞典 西谷裕子 日置
なぜあの人は言いたいことを言って
も好かれるのか？

和田秀樹 白浜 ラストフロンティア 楡周平
白浜
日置

教場　２ 長岡弘樹
白浜
日置

認知症の人がスッと落ち着く言葉かけ 右馬埜節子 白浜
ランの痛み解決ブック
"痛み”を予防＆改善

日置

公方様のお通り抜け 西山ガラシャ
白浜
日置

寝たまま肩甲骨はがし たんだあつこ 日置 ワンダフル・ワールド 村山由佳
白浜
富田

 　　 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。→５月は２７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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いいわけサウルス 丸山誠司 とんだ あひるの手紙 朽木祥 ほんかん
１年まるごときょうはなんの日？
７月～9月

1年まるごときょうはなん
の日？編集委員会 ひき

おかんとおとん 平田景 ほんかん 伊勢物語
平安の姫君たちが愛した最強の恋の教科書

石崎洋司 ほんかん 梅パワーのひみつ 田川滋
ほんかん
とんだ

くつあらいましょう さこももみ ひき
おしりたんてい
やみよにきえるきょじん

トロル
とんだ
ひき

子どものための手話事典 全日本ろうあ連盟 ほんかん

こいのぼりぐんぐんこどもの日！ たちもとみちこ ほんかん
怪盗ジョーカー　１
開幕！怪盗ダーツの挑戦！！

福島直浩 ほんかん ジュニア空想科学読本⑥ 柳田理科雄 ほんかん

ねこのひけしや 渡辺有一 ひき
キキに出会った人びと
魔女の宅急便<特別編>

角野栄子 ひき 戦国時代のサバイバル トリル
ほんかん
とんだ
ひき

バーバパパと恐竜
アネット・
チゾン

とんだ
スーパーミラクルかくれんぼ！！
〔３〕 解決！なんでもおたすけ団！！

近江屋一朗 ほんかん 楽しく遊ぶ学ぶせかいの図鑑 中山京子 ほんかん

はっきょいどーん やまもとななこ ひき 脱走ペンギンを追いかけて コマツシンヤ とんだ 小さなプランクトンの大きな世界 小田部家邦 ほんかん

ベルとブゥ すてきな たんじょうび
マンディ・
サトクリフ

ほんかん 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 ツバメ観察記 孝森まさひで ほんかん

ほっとほっとホットケーキ 西内としお ひき とりかえばや物語
男装の美少女と、姫君になった美少年

越水利江子 ほんかん 幕末のサバイバル もとじろう
ほんかん
とんだ

もっと恐竜とあそぼう！ 黒川みつひろ
ほんかん
とんだ

遊園地の妖怪一家
妖怪一家九十九さん　５

富安陽子 ひき
まんがで読む知っておくべき世界の偉
人　９　ジョン・レノン

イヒジョン 文
チームキッズ 絵

ほんかん

「やだ」っていったら、どうする？ チン・レン ひき
妖怪きょうだい学校へ行く
妖怪一家九十九さん　４

富安陽子 ひき 弥生時代のサバイバル 市川智茂
ほんかん
とんだ

えほん おはなし そのほかの
しゅるいのほん

 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


