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痣 伊岡瞬 日置 四月になれば彼女は 川村元気 白浜 鼠、嘘つきは役人のはじまり 赤川次郎 富田

お金の不安が消える
アドラー流家計管理

岩井美弥子 富田 静かな雨 宮下奈都 白浜 花咲小路三丁目のナイト 小路幸也 富田

おかんメール6
おかんメール
制作委員会編

富田
事前準備ナシ！帰ってから
30分で作れる晩ごはん献立

大庭英子 日置 １００円おかずのきほん 主婦の友社 日置

下肢静脈瘤・むくみは自分で治せる 岩井武尚 日置 邪悪　上・下
パトリシア・
コーンウエル

白浜 フランス人はバカンスを我慢しない 生島あゆみ 富田

カズサビーチ 山本一力 白浜 社長室の冬 堂場瞬一
白浜
日置

また、桜の国で 須賀しのぶ 白浜

かわいすぎるカップのふちクッキー 森崎繭香 富田 十二人の死にたい子どもたち 沖方丁 白浜 室町無頼 垣根涼介 白浜

草花たちの静かな誓い 宮本輝
白浜
日置

女性の不調をなくす東洋医学式
カラダとココロの整え方

鈴木知世 富田 明治維新という幻想
暴虐の限りを尽くした新政府軍の実像

森田健司 白浜

クラッシュマン 柴田哲孝 日置 私立 新宿歌舞伎町学園 新堂冬樹 日置 物語はいつも僕たちの隣りに。 丸山浮草 日置

クランクイン 相場英雄 日置
人生の終いじたくまさかの、
延長戦！？

中村メイコ 白浜 山猫珈琲 湊かなえ 富田

グルテンフリーのパンと麺とおやつ 大越郷子 日置
図解実家の「空き家問題」を
ズバリ解決する本

牧野知弘 富田 夜明けまで眠らない 大沢在晶
白浜
富田
日置

心と体をすり減らさないための
ストレス・マネジメント

加藤諦三 白浜 セイレーンの懺悔 中山七里
白浜
日置

よるのばけもの 住野よる 富田

さまよえる古道具屋の物語 柴田よしき 白浜 制裁女 新堂冬樹 富田 竜は動かず
奥羽越列藩同盟顛末　上・下

上田秀人
白浜
日置

 　　 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。→2月は24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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あいすくりーむにありをのせたら
あいうえお

accototo ほんかん うみのとしょかん 森田みちよ とんだ 怪盗アルセーヌ・ルパン
モーリス・
ルブラン

とんだ

いたずらおばけ 和田義三 ほんかん
オリンポスの神々と7人の英雄
外伝 ヘルメスの杖

リック・
リオーダン

ひき
警察犬になったアンズ 命を救われた
トイプードルの物語

鈴木博房 ほんかん

おしりたんてい
ププッおしりたんていがふたりいる！？

トロル
とんだ
ひき

怪談いろはカルタ
急がばまわれど逃げられず

緑川聖司 ほんかん 鉱物キャラクター図鑑 松原聰 監修 ほんかん

クマですが、イヌです
クリスチャン・
フォックス とんだ きみのためにはだれも泣かない 梨屋アリエ

ほんかん
ひき

こどもお金の教科書
上手に耳を使ってお話聞いたよ！

こばやしてるひろ ほんかん

しちふくじん　お笑いえほん２ 中川学 ひき  獣　文豪ノ怪談　ジュニアセレクション 太宰治　他 ほんかん 大正時代のサバイバル 柏葉弘樹 とんだ

スーパートラック
スティーヴン・
サヴェッジ ひき

少年弁護士セオの事件簿　６
仮面スキャンダル

ジョン・
クリシャム

ひき
超訳こども「アドラーの言葉」
自分で決められる人になる！

齋藤孝 ほんかん

すききらいなんてだいきらい さくらいあつこ ひき バクのバンバン、町にきた
ふたりはなかよしマンゴーとバンバン

ポリー・
フェイバー

ほんかん 使って覚える記号図鑑 白鳥敬
ほんかん

ひき

だるまちゃんとにおうちゃん 加古里子
ほんかん
とんだ

ほねほねザウルス　１７
はっけん！かいていおうこくホネランティス

ぐるーぷ・
アンモナイツ

とんだ 熱血！故事成語道場　１ 上重さゆり ほんかん

ちっちゃなちっちゃなものがたり 瀬川康男 ほんかん ルルとララのアロハ！パンケーキ あんびるやすこ とんだ 発明対決　９　常識の枠を越えろ！ ゴムドリco ほんかん

ちびのミイ、かいぞくになる？
リーナ・
カーラ

とんだ
６年１組黒魔女さんが通る！！
０２　家庭訪問で大ピンチ！？

石崎洋司 ほんかん 翻訳できない世界のことば
エラ フランシス サ
ンダース

ほんかん

まねまねおおかみ みやにしたつや とんだ 妖界ナビ・ルナ１　解かれた封印 池田美代子 ほんかん 名探偵シャーロック・ホームズ 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。

　         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


