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遊んで育つ手づくりおもちゃ 大江委久子 白浜 疾風に折れぬ花あり
信玄息女松姫の一生

中村彰彦 日置 日本人の死生観と葬儀 島田裕巳 富田

生きづらいと思ったら親子で
発達障害でした

モンズースー 白浜 自分を信じて 佐藤初女 白浜
花が咲かない、うまく育たないのはなぜ？
という疑問が一気に解消する本

主婦の友社 白浜

いただきます！
かんたん・おいしい幼児のごはん

牧野直子 富田 主夫のトモロー 朱川湊人 富田 パナマ文書　「タックスヘイブン狩り」の
衝撃が世界と日本を襲う

渡邉哲也 富田

牛姫の嫁入り 大山淳子 富田
食物アレルギーのつきあい方と
安心レシピ

海老沢元宏 監修 日置 水木さんと妖怪たち
見えないけれど、そこにいる

水木しげる 富田

 移り来て、今
ブラジル日系移住地に渡った人々の記録

山田史子 白浜
図説・ゼロからわかる
日本の安全保障

森本敏 監修 富田
もしものときに役立つ

わが家の防災ハンドブック
山村武彦監修 富田

老いも病も受け入れよう 瀬戸内寂聴 白浜 スヌーピーのひみつＡ　ｔｏ　Ｚ
チャールズ・Ｍ
シュルツ

富田
やせる！美人になる！
３秒骨格リセット 波多野賢也 日置

親子で楽しむ手形アート やまざきさちえ 日置 総理に告ぐ 永瀬隼介
白浜
日置

夜を乗り越える 又吉直樹 白浜

硝子の太陽　Noir（ノワール） 誉田哲也
白浜
日置

ソウル行最終便 安東能明 日置 楽シニアごはん　一汁一菜でいい！ 藤野嘉子 富田

硝子の太陽　Rouge（ルージュ） 誉田哲也
白浜
日置

たどりつく力 フジコ・ヘミング 白浜 リボルバー・リリー 長浦京 日置

神奈備 馳星周 白浜 天あり、命あり
百年先が見えた経営者大原總一郎伝

江上剛
白浜
日置

竜と流木 篠田節子 白浜

切らずにできる着物の作り帯 和らく会 日置 天下一の軽口男 木下昌輝 日置 忘れられた日本の村 筒井功 白浜

三軒茶屋星座館
春のカリスト

柴崎竜人 富田 長生きごはん
健康寿命をのばす　健康レシピ１０４

ゆうゆう編集部 日置 わたしの容れもの 角田光代 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。→７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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ピカゴロウ ひろただいさく とんだ 怪談オウマガドキ学園　１８
真夏の夜の水泳大会

常光徹 とんだ

ぺんぎんたいそう 齋藤槙
ほんかん
とんだ 菜の子ちゃんとカッパ石 富安陽子 ひき

あそぼう！むしのもり タダサトシ ほんかん へんてこたまご
エミリー・
グラヴェット

とんだ ふしぎ駄菓子屋　銭天堂　６ 廣嶋玲子 ほんかん

いるよね～！こんなこ たかいよしかず ひき ぼくのいちにちどんなおと むろまいこ ほんかん ぼくはおばけのかていきょうし
きょうふのじゅぎょうさんかん

さとうまきこ ほんかん

海のなかのぞいた よしのゆうすけ ほんかん やさいのがっこう なかやみわ ほんかん
もののけ屋
一度は会いたい妖怪変化

廣嶋玲子 とんだ

王さまＡＢＣ 和歌山静子 ほんかん 妖怪バス旅行 広瀬克也
ほんかん

ひき

かえってきたクレヨン
オリヴァー・
ジェファーズ

ほんかん 夜空をみあげよう ジェン・シェリー とんだ

このあとどうしちゃおう
ヨシタケ
シンスケ

ほんかん
ひき よるのおさんぽ

デイヴィット・
ウォーカー

ほんかん 鎌倉時代のサバイバル イセケヌ
ほんかん
とんだ

しんかんせんなあんだ？ 小川真二郎 とんだ ロボとピュータのはいくえほん
なつやすみのまき

みなみしんぼう ほんかん さがして！みつけて！ズートピア 俵ゆり 訳・文 とんだ

ぞうきばやしのすもうたいかい 廣野研一
ほんかん
とんだ

日本のおりがみ１２か月　決定版！ 山口真 ひき

だちょうさんのたまご 村上康成 とんだ はじめての釣り
学研まんが入門シリーズ

上地優歩
ほんかん
とんだ

でるでるでるぞねこさらい 高谷まちこ ほんかん あらしをよぶ名探偵 杉山亮
ほんかん
とんだ
ひき

冒険！発見！大迷路ＧＯ！ＧＯ！
カーレース

原裕明
ほんかん
とんだ

はじめてのおとうさんは
ウルトラマン

みやにしたつや
ほんかん
とんだ

おばけやさん　６
はじめてのおみせばんです

おかべりか ほんかん 手のひら図鑑　１　科学
ペニー・ジョンソン
監修

ほんかん

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


