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生きているかぎり語りつづける
谷口稜曄さんが世界中に伝えたいこと

舘林愛 白浜 小説家の姉と 小路幸也 富田
１人でできる子になる
「テキトー母さん」流子育てのコツ

立石美津子 日置

海の家族 石原慎太郎 白浜 昭和の親が教えてくれたこと 森まゆみ 富田 大人の流儀6 不運と思うな。 伊集院静 富田

梅干と日本刀 樋口清之 富田 新怖い絵 中野京子 白浜 ブラック・ドッグ 葉真中顕 日置

おおあたり 畠中恵 白浜
世界をつくった６つの革命の物語
新・人類進化史

ジョンソン，
スティーブン

白浜
ヘモグロビンＡ１ｃを下げる
〈糖尿病〉撃退体操とかんたん動作

主婦の友インフォ
ス情報社（編）

日置

檻の中のライオン
憲法がわかる４６のおはなし

楾大樹 日置 総選挙ホテル 桂望実 日置 待ってよ 蜂須賀敬明 日置

紙バンドで作るほめられかご
基本の編み方でサクサクできる

富田 多肉植物のあるおしゃれライフ
ア レンジメントをもっと楽しむために

古谷卓 富田 ヤギより上、猿より下 平山夢明 富田

「がんばれ！」でがんばれない人の
ための“意外”な名言集

大山くまお 白浜 使えるたまごレシピ 野崎洋光 日置 やっこ繋ぎと花繋ぎの折り紙小物 ハーレー静代 富田

魔法のように立体化する

究極の夢折り紙
川崎敏和 日置 津軽双花 葉室麟 白浜 決定版おうちで簡単！ライザップごはん RIZAP株式会社 日置

今日のごはんついでに明日のおかず
帰ってからでもできる！

ワタナベマキ 富田
東大・京大生を育てた母親が教える

つい怒っていまうときの魔法の言い換え 河村京子 富田 落陽 朝井まかて 白浜

３倍釣るためのチヌ<クロダイ>釣り術 白浜 ドッグファイト 楡周平 白浜 ラヴィアンローズ 村山由佳 白浜

ジッシュー！！ 古川春秋 日置
難聴、耳鳴り、めまいは

「噛みグセ｣を正せばよくなる
長坂斉 富田 ラストナイト 薬丸岳

白浜
日置

しない家事 マキ 白浜
ねこの駅長たま
びんぼう電車をすくったねこ

小嶋光信
本館
白浜

リンパを整えてきれいになる

やさしいストレッチ 原田優子 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。→9月は23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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あおのじかん
イザベル・
シムレール

ひき 雨の日の魔女　魔女の本棚２３ ルース・チュウ ほんかん あそびのたねずかん
東京学芸大こども
未来研究所

ほんかん

あきのもり　こねこのえんそく さこももみ とんだ 逆転！ドッジボール 三輪裕子 ひき あそぼう、ヨーヨー 日本ヨーヨー協会 ほんかん

おたからパン 真珠まり子 ほんかん
キャベたまたんてい
からくりにんじゃやしきのなぞ

三田村信行 とんだ 江戸時代のサバイバル
歴史漫画サバイバルシリーズ　９

早川大介 ほんかん

おばけマンション 村上康成 ほんかん 銀色☆フェアリーテイル　１
あたしだけが知らない街

藍沢羽衣 ほんかん お化けの迷路
幽霊の学校をぬけて地獄の迷宮へ

香川元太郎 ほんかん

くりちゃんとエーメさんのトマト どいかや とんだ 10分で読めるこわい話　1年生 藤田のぼる 監修 とんだ さかなクンの一魚一会
まいにち夢中な人生！

さかなクン とんだ

くりちゃんとピーとナーとツー どいかや とんだ 10分で読めるこわい話　2年生 藤田のぼる 監修 とんだ ジュニア空想科学読本　８ 柳田理科雄 ほんかん

くりちゃんとひまわりのたね どいかや とんだ ２年Ａ組探偵局　７
ぼくらとランドセル探偵団

宗田理 ほんかん
ダンボールで作る
わくわくコロコロ装置

コロコロ研究所
監修

とんだ

はーい！タクシー さくらせかい ほんかん ほねほねザウルス　１６
ティラノ・ベビーとなぞの巨大いんせき

ぐるーぷ・
アンモナイツ

とんだ 机の上の植物園 おくやまひさし ひき

ぱんだえほん
ぱんぱんぱんだの１２か月

ひとみこぱん とんだ
みさと×ドロップ　レシピ１
チェリーパイ

のまみちこ ほんかん ポケモン空想科学読本　２ 柳田理科雄 ほんかん

ふしぎなカサやさん みやにしたつや ほんかん みてろよ！父ちゃん！！ くすのきしげのり ひき 身近な危険　防災と防犯 オオタヤスシ とんだ

モモジリとり 岡村ちひろ とんだ 四人のおばあちゃん
ダイアナ・ウィン・
ジョーンズ

ほんかん 検定クイズ１００恐竜 雑学
図書館版

東洋一　監修 ほんかん

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


