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うつくしい組ひもと小物のレシピ 多田牧子 日置 産婆（さんばば）フジヤン
ｰ明日生きる力をくれる９３歳助産師一代記ー

坂本フジヱ 富田 認知症にならないクセづくり　 広川慶裕 富田

裏まで楽しむ!大相撲 ダグハウス 富田 死神と道連れ 赤川次郎 富田 花になるらん
明治おんな繁盛記

玉岡かおる 富田

笑顔のママと

僕と息子の９７３日間 清水健 白浜 守教　上・下 箒木蓬生 白浜
パパは脳研究者
子どもを育てる脳科学

池谷裕二 本館

感傷的な午後の珈琲 小池真理子 白浜 シルバー川柳　７
寝坊して雨戸開ければ人だかり

ポプラ社編集部 富田
ひとめでわかる
のんではいけない薬大事典

浜六郎 富田

簡単手ぬいで素敵に作れる

着物リメイクの服と小物 高橋恵美子 富田 末ながく、お幸せに あさのあつこ 富田 武士マチムラ 今野敏
白浜
富田
日置

今日も一日、楽しかった あべけん太 白浜 星星の火　２ 福田和代 白浜
不登校・ニート・ひきこもりの家族に贈る

気持ちを切り替える力
（レジリエンス）

森薫 富田

崩れる脳を抱きしめて 知念実希人 白浜 小さな家の暮らし 柳本あかね 白浜 僕たちのアラル 乾緑郎 富田

クックパッドのおいしい厳選！

おつまみレシピ
クックパッド
株式会社

日置 ちゃんと歩ける熊野古道
中辺路・伊勢路

春野草結 白浜 本日も教官なり 小野寺史宜 富田

熊野木遣節 宇江敏勝 白浜 低気圧女子の処方せん 小越久美 富田 翻弄　盛親と秀忠 上田秀人
白浜
日置

高架線 滝口悠生 白浜
東京ディズニーシーベストガイド
２０１８－２０１９

富田 見た目レシピいかがですか？ 椰月美智子 富田

弧軍　越境捜査 笹本稜平
白浜
日置

ナイフみたいにとがってら
反抗期男子観察日記　２

月野まる 富田 やばい老人になろう
やんちゃでちょうどいい

さだまさし 富田

砂上 桜木紫乃 富田 なぜあなたの疲れはとれないのか？ 梶本修身 富田 ライオンは仔猫に夢中
平塚おんな探偵の事件簿３

東川篤哉 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。→11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



書　　　名 著　者　名
 館・
分室 書　　　名 著　者　名

 館・
分室 書　　　名 著　者　名

 館・
分室

うまれてくれてありがとう
アリス・
ブラウン

ほんかん 青空トランペット 吉野万理子 とんだ
あしたヒーローになれる！
ドッジボール

山本イチロー ほんかん

おちばのプール 山口まさよし とんだ うっかりの玉 大久保雨咲 ほんかん
イラスト版
子どものためのポジティブ心理学

ひき

おやさいめしあがれ 高原美和 ひき
Ｘ-01（エックスゼロワン）
（弐）

あさのあつこ ほんかん 大人になったらしたい仕事
「好き」を仕事にした35人の先輩たち

朝日中高生新聞編集部 とんだ

くろくんとちいさいしろくん なかやみわ
ほんかん
とんだ かえたい二人 令丈ヒロ子

ほんかん
ひき

怪盗グルーのミニオン大脱走
さがして！みつけて！

トレイ・キング とんだ

さるとかに 赤羽末吉 とんだ 唐木田さんち物語 いとうみく とんだ
「逆上がり」だってできる！

魔法のことばオノマトペ 藤野良孝 ひき

白オバケ黒オバケのみつけて絵本
ハロー！オバケまつり

うるまでるび とんだ 空飛ぶおべんとうツアー
パンダのポンポン

野中柊 ほんかん
ざんねんないきもの事典
おもしろい！進化のふしぎ

今泉忠明 ほんかん

たからもののあなた まつおりかこ とんだ ともだちのときちゃん 岩瀬成子 ほんかん
ジャングルのサバイバル４
新たな仲間

洪在徹 とんだ

としょかんへ
ぴょん！ぴょん！ぴょん！

タチアナ・
マイ・ウィス

ひき にちようびは名探偵 杉山亮
ほんかん
とんだ

中学生の悩みごと
だれもが直面することだけど人には言えない

高濱正伸 とんだ

パジャマでぽん！ くぼまちこ とんだ ほねほねザウルス　１８
たいけつきょうふのサーベルタイガー

ぐるーぷ・
アンモナイツ

ほんかん
どこがあぶないのかな？　⑥
自転車

渡邉正樹 とんだ

ルラルさんのだいくしごと いとうひろし
ほんかん
とんだ

街角には物語りが・・・ 高楼方子 とんだ
ぴょこたんの
なぞなぞめいろブック　３

このみプランニング ほんかん

わたしがノーベルしょうを
とったわけ

ドーリー ほんかん わたしの苦手なあの子 朝比奈蓉子 ひき Ｍｒ.トルネード
航空機事故を激減させた気象学者藤田哲也

佐々木健一 ひき

本館  43- 2922
白浜分室  42- 4564
富田分室  45- 0048
日置分室  52- 2660

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～　本館・富田分室でおはなし会をしています。
 絵本の読み聞かせ・紙芝居など、とっても楽しい３０分です。
 ぜひご参加下さい。

 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。



 図書館カレンダー


