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悪玉 鳴海章 日置 人生に必要な１００の言葉
頑張りすぎなくてもいい心地よく生きる

齋藤茂太 富田 天国に行きたかったヒットマン ヨナス・ヨナソン 白浜

あさ美さんの家さがし 黒野伸一 白浜 人生の流儀 萩本欽一 他
白浜
富田

図書館ねこベイカー＆テイラー
小さな町に奇跡を起こした２匹の物語

ジャン・ラウチ 白浜

uｎｄｅｒ　ｔｈｅ　ｂｒｉｄｇｅ 堂場瞬一
白浜
日置

喧嘩（すてごろ） 黒川博行 白浜
脳が驚いて活性化！
毎日だまし絵で脳トレ

竹内龍人 富田

ＮＨＫガッテン！よりぬき新常識
ＮＨＫ科学・環
境番組部　編 白浜 住友銀行秘史 國重惇史 白浜

脳脊髄液・リンパ液・血液を流せばみ
るみる元気になる！

片平悦子 日置

大雪物語 藤田宜永 富田 絶対正義 秋吉理香子 日置 100円グッズでプチ！ガーデニング 竹田薫 日置

記憶をつなぐラブレター
母と私の介護絵日記

城戸真亜子 日置 雪煙チェイス 東野圭吾 白浜 ふたり天下 北沢秋 富田

紀州のエジソンの女房
島精機を支えた肝っ玉母さん・島和代物語

梶山寿子 富田
その叱り方、問題です！
「個性診断」でその子に合った「叱り方」が
バッチリわかる！

菅原ますみ 富田 松田さんの181日 平岡陽明 富田

血管がぐんぐん若返る！！
豆乳オリーブオイル

小山浩子 日置 そよ風のシニアごはん
ユニマットリタイア
メント･コミュニ
ティ

日置 闇の平蔵 逢坂剛 日置

恋のゴンドラ 東野圭吾
白浜
日置

戦って候
不屈の武将山上道牛

近衛龍春 日置
４０歳から「キレイ」と「オシャレ」
始めました

細川貂々 白浜

三鬼 三島屋変調百物語四之続 宮部みゆき 白浜 漂う子 丸山正樹 日置 りんごのお菓子レシピ
バターなしでもとびきりおいしい

吉川文子 白浜

指鬘物語 田口ランディ 富田 魂の沃野　上・下 北方謙三 日置 私の幽霊
ニーチェ女史の常識外事件簿

朱川湊人 富田

ショートショート列車 田丸雅智 富田 沈黙法廷 佐々木譲
白浜
日置

笑って、泣いて、考えて。
永六輔の尽きない話

永六輔 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。→1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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モンスター・ホテルでそっくりさん 柏葉幸子
ほんかん
とんだ

山田県立山田小学校　１
ポンチでピンチ！？山田島

山田マチ ほんかん

いのちのはな のぶみ とんだ アーサー王の世界　１
大魔法師マーリンと王の誕生

斉藤洋 ひき 指きりは魔法のはじまり 富安陽子 ひき

きょうりゅうたちのいただきます
マーク・
ティーグ

ひき
かいけつゾロリの
王子さまになるほうほう

原ゆたか
ほんかん
とんだ
ひき

ライバル・オン・アイス　１ 吉野万理子 ひき

さがそ！おとぎのいえ かろくこうぼう ほんかん キミがくれた希望のかけら
セアラ･ムーア･
フィッツジェラルド ひき

ほんかん
とんだ

サンタパスポート のぶみ とんだ 孔明ｖｓ．妖怪孔明 三田村信行 とんだ ほんかん

世界の歴史
１００１のさがしもの

テリ・ガウアー ほんかん
５秒後に意外な結末
パンドラの赤い箱

桃戸ハル ほんかん 江戸の町のサバイバル 大富寺航
ほんかん
とんだ
ひき

たのしい農場
１００１のさがしもの

テリ・ガウアー ほんかん じてんしゃのほねやすみ 村上しいこ とんだ 火災のサバイバル スウィートファクトリ
ほんかん
とんだ
ひき

ノラネコぐんだんそらをとぶ 工藤ノリコ
ほんかん
とんだ

スマート
キーラン・ウッズの事件簿

キム・スレイター ひき 湿地生物のサバイバル 洪在徹
ほんかん
とんだ

パンダなりきりたいそう いりやまさとし
ほんかん

ひき

関ケ原で名探偵！！
タイムスリップ探偵団は天下分け目を
行ったり来たりの巻

楠木誠一郎 ほんかん ジュニア空想科学読本　９ 柳田理科雄 ほんかん

１００円たんけん 岡本よしろう ひき ダンシング☆ハイ　４
みんなのキズナ！涙のダンスカーニバル

工藤純子 ほんかん すごいぞ！やさいーズ
子どもと野菜をなかよしにする図鑑

成田崇信（監） ひき

ローラとつくるあなたのせかい
ローラ・
カーリン

ひき なきむしにかんぱい！ 宮川ひろ
とんだ
ひき 奈良時代のサバイバル 細雪純 ひき

わすれんぼうのサンタクロース 中川貴雄
ほんかん
とんだ まっしょうめん！ あさだりん とんだ 室町時代のサバイバル イセケヌ

ほんかん
とんだ
ひき

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,お気軽にご参加ください。

★ 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。

 図書館カレンダー

　         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


