
 　　 今月の新しく入った本
 1２月号

書　　　名 著　者　名
 館・
分室 書　　　名 著　者　名

 館・
分室 書　　　名 著　者　名

 館・
分室

アレグロ・ラガッツァ あさのあつこ 富田 黒い紙 堂場瞬一
白浜
日置

夏井いつきの超カンタン! 俳句塾 夏井いつき 白浜

祈りの原風景
熊野の無社殿神社と自然信仰

桐村英一郎 日置 継続捜査ゼミ 今野敏
白浜
富田

虹を待つ彼女 逸木裕 日置

いったいどうなる？どうする？

磯野家の老後
「磯野家の老
後」編集部 編

白浜 子どもが喜ぶおやつ
ローファット＆ローシュガー

上田淳子 本館 人間の煩悩 佐藤愛子 白浜

ヴィジョンズ 宮部みゆき 他
白浜
富田

こどものみかた春夏秋冬 柴田愛子 日置 白衣の嘘 長岡弘樹 日置

嘘ですけど、なにか？ 木内一裕 日置
「３足１０００円」の靴下を買う人
は一生お金が貯まらない

松崎のり子 白浜 発達障害とどう向き合うか 吉濱ツトム 富田

梅もどき 諸田玲子 日置 ３６５日のサラダ 金丸絵里加 日置 坊っちゃんのそれから 芳川泰久 白浜

Ｍの暗号 柴田哲孝 日置
上流階級
富久丸百貨店外商部　２

高殿円 日置
毎日かあさん　１３
かしまし婆母娘編

西原理恵子 富田

江戸を愛して愛されて 杉浦日向子 白浜 すっきり暮らすための収納のコツ 主婦の友社　編 富田
マグカップケーキ
特別な型なしでＯＫ。
いつものマグでまぜて焼くだけ！

本間節子 日置

おばさんの金棒 室井滋 白浜
世界のエリートがやっている
最高の休息法

久賀谷亮 白浜 夜行 森見登美彦 白浜

おまつり万歳
日本全国、四季のまつりとご当地ごはん

たかぎなおこ 白浜
ただ生きていく、
それだけで素晴らしい

五木寛之 白浜 ｢留守番めし」の作りおき 牧野直子 富田

香りを楽しむ庭木の本
三上常夫
若林芳樹

富田
疲れやすい人の食事
いつも元気な人の食事

柴崎真木 日置 老乱 久坂部羊 富田

かがやき荘アラサー探偵局 東川篤哉 白浜 強い体をつくる部活ごはん
練習が身につく！試合で実力が発揮できる！

明治スポーツ栄養
マーケティング部
監修

本館 脇坂副署長の長い一日 真保裕一 富田

 　　　★図書館の年末年始のお休み★
 １２月２９日（木）～１月３日（火）まで

 第４金曜日は本館・各分室ともお休みになります。→1２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



書　　　名 著　者　名
 館・
分室 書　　　名 著　者　名

 館・
分室 書　　　名 著　者　名

 館・
分室

あきとふゆ
はたけのごちそうなーんだ？

すずきもも ひき あたしの、ボケのお姫様。 令丈ヒロ子 ひき
イラスト版
子どものストレスマネジメント

伊藤絵美 ひき

一日だけうさぎ こばようこ とんだ おにぼう くすのきしげのり ひき 10分で教える算数
ＡＥＲＡwithkid編
集部　編

とんだ

おとうさんは、いま ささめやゆき ほんかん
怪盗アルセーヌ・ルパン
王妃の首かざり

モーリス・
ルブラン

とんだ
縄文人から「新縄人」・ロープスキッパーへの

なわとび学 稲葉茂勝 ほんかん

かがみのサーカス わたなべちなつ ほんかん しゅくだいとびばこ 福田岩緒 ひき にっぽんのおかず
写真絵本おかず風土記

白央篤司 ひき

ことばあそび教室 １００％ORANGE ほんかん
少年探偵響　２
豪華特急で駆けぬけろ！の巻

秋木真 ほんかん
ネットで見たけどこれってホント？
 ２　食のメディアリテラシー

北折一 ひき

チョコレートをぬすんだやつ 藤本タクヤ とんだ ぞくぞく村のにじ色ドラゴン 末吉暁子 ほんかん 平安時代のサバイバル 市川智茂
ほんかん
とんだ
ひき

とりかえっことりかえっこ ふくだじゅんこ
ほんかん

ひき ドキドキおばけの百人一首 むらいかよ とんだ

はじめてのオーケストラ はたこうしろう とんだ
ハリー・ポッターと呪いの子
第一部

Ｊ．Ｋ．ローリング
ほんかん
とんだ
ひき

ペネロペゆきあそびをする
ゲオルグ・ハレン
スレーベン

ほんかん
ハリー・ポッターと呪いの子
第二部

Ｊ．Ｋ．ローリング
ほんかん
とんだ
ひき

まちではたらくくるま
まえとうしろどんなくるま？　３

こわせもりやす ほんかん 魔法の一瞬で好きになる 小林深雪 ほんかん

もみの木のねがい こみねゆら
ほんかん

ひき
名探偵シャーロック・ホームズ
ホームズ最後の事件

コナン・ドイル とんだ

えほん おはなし そのほかの
しゅるいのほん

★おはなし玉手箱★

毎週土曜日１１時～
絵本の読み聞かせ・紙芝居などをし
ています。
本館・富田分室どちらか
近い方にお越し下さい。

 ★図書館の年末年始のお休み★
 １２月２９日（木）～１月３日（火）まで
　 お休み前に１人１０冊３週間貸出を行います。ぜひご利用下さい。
 　　期間：１２月１５日（木）～１２月２８日（水）

★ 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


