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産まなくても、産めなくても 甘糟りり子 富田 結婚の嘘 柴門ふみ 富田
認知症７００万人時代失敗しない
「成年後見」の使い方

鈴木雅人 富田

中野京子と読み解く　運命の絵 中野京子 白浜 合理的にあり得ない
上水流涼子の解明

柚月裕子 白浜
発達障害＆グレーゾーンの３兄妹を育てる母の
どんな子もぐんぐん伸びる
１２０の子育て法

大場美鈴 富田

親に壊された心の治し方 藤木美奈子 日置 皿洗いするの、どっち？ 山内マリコ 富田 果てしなき追跡 逢坂剛
白浜
日置

折り紙歌あそびソングシアター
紙一枚で楽しむ童謡＆わらべ歌

藤原邦恭 日置 自分が決める、自分できめる
クローン病＆モラハラの向こう側へ

素笑 日置 バラ色の未来 真山仁 白浜

終わりなき夜に生れつく 恩田陸 富田 そのままでいい
１００万いいね！を集めた１７６の言葉

田口久人 富田 部活弁当 山口美佐 日置

ガーディアン 薬丸岳 白浜 長男・長女の「終活力」 弘兼憲史 富田 物件探偵 乾くるみ 富田

回帰　警視庁強行班係　樋口顕 今野敏 白浜 ついに、来た？ 群ようこ 白浜
フレンチブルドッグ・パン

さびしい夜に君を抱きしめる７０の言葉
PAN 白浜

顔ニモマケズ 水野敬也 白浜 Ｔの衝撃 安生正
白浜
日置

墨龍腑 葉室麟
白浜
日置

紙のピアノ 新堂冬樹 白浜 できる人の勉強法 安河内哲也 富田 密室本能寺の変 風野真知雄 白浜

騎士団長殺し　１・２ 村上春樹 白浜 得するごはん
得する人
損する人 編

富田 柳生三代の鬼謀 鳥羽亮 白浜

救急病院 石原慎太郎 富田 ドクター古藤の家庭菜園診療所 古藤俊二 日置 野菜たっぷり！簡単おかずスープ 島本美由紀 日置

クレーム応対の教科書 西村宏子 日置 夏をなくした少年たち 生馬直樹 日置 罠に落ちろ　影の探偵’87 藤田宜永 日置

 　　 　　今月の新しく入った本
　4月より白浜分室の開室時間が変わりました。
　12時～13時も開いています。ぜひご利用下さい。

 第４金曜日は本館・各分室ともお休みになります。→４月は2８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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海辺の石ころ図鑑 渡辺一夫 ほんかん

大人になってこまらない
マンガで身につく整理整頓

辰巳渚(監) ひき

あしたから１ねんせい 有田奈央 ひき おしろのばん人とガレスピー
ベンジャミン
エルキン

ひき
大人になってこまらない
マンガで身につくマナーと礼儀

辰巳渚(監) ひき

いそいでおでかけ 五味太郎 とんだ 怪盗アルセーヌ・ルパン
モーリス・
ルブラン

とんだ おもしろい！料理の科学 平松サリー ほんかん

いろいろおせわになりました
やぎゅう
げんいちろう

ほんかん 小説映画溺れるナイフ 松田朱夏 とんだ 感動がいっぱい！音楽の伝記 キラかわ　　ガール とんだ

えほん図鑑へんてこ！
りくのぜつめつどうぶつ

はたこうしろう とんだ 「悩み部」の平和と、その限界 麻希一樹 ひき
金田一先生と日本語を学ぼう　３
ことわざと慣用句

金田一秀穂　監修 ほんかん

おむかえパパ
オレリー・
ギュレ

ひき ふしぎ駄菓子屋銭天堂　７ 廣嶋玲子 ほんかん けん玉スポーツ教室 藤原一生 ほんかん

きょうりゅうたちがけんかした
マーク・
ティーグ

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
１３歳からの算数、数学が
得意になるコツ

小野田博一 とんだ

くっついた 三浦太郎 ほんかん モアナと伝説の海
スーザン・
フランシス

とんだ 地球が回っているって、ほんとう？ 布施哲冶 ほんかん

じしん・つなみどうするの？ せべまさゆき とんだ ほんかん 忍たま乱太郎はじめての英語 安河内哲也 監修 ほんかん

つくし 甲斐信枝 ほんかん ほんかん 発酵菌ですぐできるおいしい自由研究 小倉ヒラク ひき

はるかぜさんぽ えがしらみちこ とんだ アンキロサウルス
よろいをつけた恐竜

たかしよいち
中山けーしょー

とんだ プログラミング教室 たにぐちまこと 監修 ほんかん

ぼくのもものき 広野多珂子 ほんかん 命の意味命のしるし
上橋菜穂子
齋藤慶輔

ひき
ミラクルかがやけ☆まんが！
お仕事ガール

ドリームワーク
調査会編

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。 ★ 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。  本館・富田分室どちらか 近い方にお越し下さい。　

　         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


