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愛子の小さな冒険 佐藤愛子 白浜 教場　０
刑事指導官・風間公親

長岡弘樹
白浜
日置

７０歳、はじめての男独り暮らし 西田輝夫 白浜

愛のかたち 岸恵子 富田 草笛物語 葉室麟
白浜
日置

寝る前に読む一句、二句。 夏井いつき 白浜

悪道　５　最後の密命 森村誠一 日置
子どもに「買ってはいけない」
「買ってもいい」食品

渡辺雄二 本館 ばっちゃん
子どもたちの居場所広島のマザー・テレサ

伊集院要 白浜

安楽死で死なせてください 橋田壽賀子 白浜
さよさんの「きれいが続く」
収納レッスン

小西紗代 富田 花歌は、うたう 小路幸也 白浜

いい加減に目を覚まさんかい 、
日本人!

百田尚樹 白浜
シニア夫婦のかんたん！
おいしい一汁一菜健康ごはん

杵島直美 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

生きて、もっと歌いたい 芳垣文子 富田
週一回の作りおき
「漬けおき」レシピ

検見崎聡美 日置 ふたご 藤崎彩織 白浜

いっきにわかる！
確定申告の書き方

松井繫忠 白浜 スティール・キス
ジェフリー・
ディーヴァー

白浜 ポーラスター 2　ゲバラ漂流 海堂尊 富田

今､目の前のことに心を込めなさい 鈴木秀子 富田 ずるい人が周りからいなくなる本 大嶋信頼 富田 マスカレード・ナイト 東野圭吾
白浜
日置

裏切りのホワイトカード
池袋ウェストパーク１３

石田衣良
白浜
日置

スロークッカーのごちそうレシピ 田中優子 日置 魔法水でシミが落ちる！ 横倉靖幸 日置

エッグマン 辻仁成 富田
世界基準の幼稚園6歳までに
リーダーシップは磨かれる

橋井健司 本館
無形文化遺産ウイーンの
カフェハウス

沖島博美 白浜

絵本作家の百聞百見 川端誠 富田
作り方・進め方が１冊でわかる
はじめてのおいしい離乳食

山口真弓 本館 乱世をゆけ
織田の徒花、滝川一益

佐々木功 富田

ガラスの箱 小林てい子 白浜 十津川警部山手線の恋人 西村京太郎 富田 忘れる女、忘れられる女 酒井順子 白浜

 　　 今月の新しく入った本
 年末年始のお休み
 １２月２９日（金）～１月３日（水）まで

 12月の第４金曜日２２日（金）は開館します。

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

アントンせんせいあかちゃんです 西村敏雄 ほんかん 世界一の暗号解読者
ウィリアム・ウェントン　１

ボビー・
ビアーズ

とんだ 大江戸文化へタイムワープ 市川智茂 ほんかん

ウサギのすあなに
いるのはだあれ？

ヘレン・
オクセンバリー

ほんかん
怪盗王子チューリッパ！３
怪盗王子の挑戦状

如月かずさ ほんかん 思いちがいの言葉 山口理 ひき

おさるのジョージ
ほんやさんへいく

Ｍ・レイ ほんかん グリムのむかしばなし　２ グリム とんだ カレーライスを一から作る 関野吉晴 とんだ

おさるのジョージ
バスケットボールをする

Ｍ・レイ ほんかん ３びきのおばけ 早野美智代 とんだ クリスマスめいろブック
マッティア・
セラト

ほんかん

おとえほん
エルヴェ・
テュレ

とんだ サラとピンキーヒマラヤへ行く 富安陽子 ほんかん
ことばの豊かな子をそだてる
くものうた200えほん

公文教育研究会 ほんかん

おならまんざい 長谷川義史 ほんかん 少年探偵響４
記憶喪失の少女のナゾ！？の巻

秋木真 ほんかん 西郷隆盛　上　維新への道 小前亮 ほんかん

きのうえのおうちへようこそ！
ドロシア・ウォー
レン・フォックス

とんだ シランカッタの町で さえぐさひろこ ほんかん 西郷隆盛　下　志士の夢 小前亮 ほんかん

地震がおきたら かなざわまゆこ ひき ちゃめひめさまとぺピーノおうじ たかどのほうこ とんだ
さがそ！
きせつのぎょうじ１２かげつ

はっとりみどり ほんかん

ＮＥＷウォーリーをさがせ！
きえた名画だいそうさく！

マーティン・
ハンドフォード とんだ つくえの下のとおい国 石井睦美 とんだ 縄文世界へタイムワープ もとじろうマンガ ほんかん

はじまるよ
 0･1･2えほん

熊谷守一 とんだ とびきりすてきなクリスマス リー・キングマン とんだ 超ビジュアル！三国志人物大事典 渡辺精一 ほんかん

やもじろうとはりきち 降矢なな ほんかん ビーおばさんとおでかけ
ダイアナ・ウイン・
ジョーンズ

ほんかん
発明対決　ヒラメキ勝負！１０
今日のための発明

ゴムドリ ほんかん

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


