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 赤へ 井上荒野 富田 小幸福論
現実を愛するための２５の方法

川崎昌平 富田
どんなウツも、
絶対よくなるラクになる！

有島サトエ 白浜

アドラー流｢自分から勉強する子」
の親の言葉

和田秀樹 富田 スイム！スイム！スイム 五十嵐貴久 日置 夏弁　弁当箱の選び方から安心おかずまで
部活・塾・学童の夏弁当のヒントが満載

野上優佳子 日置

意外な展開から話が弾む
モノの聞き方

話題の達人倶
楽部（編）

日置 スティグマータ 近藤史恵 白浜 なるほど!育じい道
お医者さんが実践している孫育て術

石蔵文信 白浜

ウエディングドレス　おしあわせに 玉岡かおる 白浜 ストレンジャー・イン・パラダイス 小路幸也 富田 裸の華
Ａ　Ｄａｎｃｅｒ’ｓ　Ｐａｓｓｉｏｎ

桜木紫乃 富田

オーガスト流30日で体が
１０歳若返る食事

オーガスト・ハーゲ
スハイマー 白浜 ずんずん 山本一力 白浜 果てなき便り 津村節子 白浜

岳飛伝　17　星斗の章 北方謙三 日置 生還せよ 福田和代 白浜 晩秋の陰画（ネガフィルム） 山本一力
白浜
富田

帰郷 浅田次郎 白浜  ０～５歳子どもの味覚の育て方
毎日のごはんで、心・からだ・味覚の発達を促す

とけいじ千絵 富田 Ｂグループの少年　６ 櫻井春輝 日置

決戦！川中島
冲方丁
佐藤巖太郎他

日置 ぜんぶやさしいウィンドウズ１０
大きな画面で全手順解説します

日置 ＰＴＡグランパ！ 中澤日菜子 日置

ゴールドフィンチ１ ドナ・タート 白浜 そうめん
Ｔhe　ＳＯＭＥＮ　    ｒｅｃｉｐｅ　book

満留邦子 富田 マル暴総監 今野敏
白浜
日置

ここで負けてしまってごめんな
甲子園だけが高校野球ではない 岩崎夏海 日置 長流の畔　流転の海　第８部 宮本輝 白浜

マンガでまる分かり！                                申
請するだけでもらえるお金

井戸美枝 監修 日置

しあわせに死ぬために
56の言葉

近藤誠 富田 糖質オフの健康やせレシピ 小田原雅人 監修 富田 息子ってヤツは 室井佑月 富田

しゃらくせえ　鼠小僧伝 谷津矢車 日置 渡来人とは何者だったか
その素性渡航時期や規模大和朝廷下での足跡…

武光誠 白浜 私の消滅 中村文則 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。→８月は２６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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スタジオジブリの
乗り物がいっぱい

スタジオジブリ監修 とんだ
怪盗クィーン
ブラッククィーンは微笑まない

はやみねかおる ほんかん

チャレンジミッケ！のひみつ
おとなもこどももいっしょにあそべるかくれんぼ絵本

ウォルター・
ウィック

ほんかん ぼくたちのリアル 戸森しるこ ひき

あいうえおでんしゃじてん くにすえたくし ほんかん てんぐのてんちゃんぴよよよーん
１さいからのオノマトペ

フィリケえつこ とんだ 名探偵シャーロック・ホームズ コナン・ドイル とんだ

あたまのうえのかみさま のぶみ とんだ とらねことらたとなつのうみ 広瀬弦 とんだ 夜間中学へようこそ 山本悦子 ひき

アリのたんけん 栗林慧 ほんかん ねこがおおきくなりすぎた
ハンス・
トラクスラー

ひき ルルとララのようこそタルト あんびるやすこ ほんかん

ウミガメものがたり 鈴木まもる ひき ねずみくんとおばけ 上野紀子 ほんかん

おばけのモックン あくざわめぐみ とんだ ぷくみみちゃん やぎたみこ ほんかん

おもちのかいすいよく 植垣歩子 ほんかん ぼくのにいちゃんすごいやろ！ 福田岩緒 ほんかん
江戸を楽しむ!絵ときなぞなぞ
判じ絵から昔の日本が見えてくる

岩崎均史 監修 とんだ

かぁかぁもうもう 丹治巧 とんだ むしホテルのおばけさわぎ 近藤薫美子 ほんかん 菌ちゃん野菜をつくろうよ! あんずゆき とんだ

カエルくんのだいはっけん！ 松岡達英 ひき
超ビジュアル！

歴史人物伝　織田信長
矢部健太郎 ほんかん

恐竜トリケラトプスとそこなしのぬま
アルバートサウルスとたたかうまき

黒川みつひろ ほんかん 天文キャラクター図鑑
宇宙の不思議がまるごとよくわかる！

渡部潤一 監修
ほんかん

ひき

さけのかけごえどんどこせ 菅原たくや とんだ 怪談収集家　山岸良介の冒険 緑川聖司 ほんかん
発明対決　ヒラメキ勝負！８
何のための発明？

ゴムドリｃo.文
洪鐘賢絵

ほんかん

すすめ！うみのきゅうじょたい 鈴木まもる ほんかん 怪盗アルセーヌ・ルパン
モーリス・
ルブラン

富田 パニック！モンスター台風大接近　学
研まんが科学ふしぎクエスト　６

長谷川拓也
茂木耕作 監修

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


