
コバルト文庫で辿る少女小説変遷史  ／嵯峨 景子 直木賞物語
なかなか暮れない夏の夕暮れ 貴機帰還スルニ及バズ
最終兵器は女王様 カウントダウン
合理的にあり得ない おばちゃんたちのいるところ
密室本能寺の変　長編歴史ミステリー ／風野 真知雄 柳生三代の鬼謀  
だからあなたは殺される 琴電殺人事件
俺たちの戦国 東京クルージング
不発弾 スイミングスクール
物件探偵 本を守ろうとする猫の話
姥捨て山繁盛記  失われた地図
終りなき夜に生れつく 超解読ハリー・ポッター マグル的な知識の書

回帰 隠す　アンソロジー
かわうそ堀怪談見習い 眠れない夜は体を脱いで
紙のピアノ 江の島ねこもり食堂
家と庭 さっぱりと欲ばらず
騎士団長殺し　[第１部][第２部] 凍てつく街角
ガーディアン

「日本の神々」の正体 お経と仏像で仏教がわかる本
結婚の嘘 るるぶ京都　’１８
最新科学で解き明かす最強の記憶術 るるぶこどもとあそぼ！中国四国　２０１７

きずなと思いやりが日本をダメにする ／長谷川 眞理子　他 自分の頭で考えて動く部下の育て方 ／篠原 信
シティプロモーションでまちを変える ／河井 孝仁 トコトンやさしい一週間で身につくはじめてのＦＸ
京女の嘘 ／井上 章一 女子の給料＆職業図鑑 ／給料ＢＡＮＫ
暗闘 ／山口 敬之 新同性愛って何？ ／伊藤 悟　他

必ず役立つ！保育の年中行事まるごとアイデア 全図解アメリカ海軍ＳＥＡＬのサバイバル・マニュアル
母娘（ははこ）問題　オトナの親子 ／おぐら なおみ　他 ／クリント・エマーソン
アメリカの大学の裏側 ／アキ・ロバーツ　他 心の居場所になれたら ／廣瀬 久子

わたしたちの無印良品ライフ これ１冊できちんと作れる！手作りアクセサリーＬＥＳＳＯＮ ＢＯＯＫ

寝かしつけまとめ。　０～３才 ／朝日新聞出版編
血圧の科学 ／毛利 博 大切な人が病気になったとき、何ができるか考えてみました

検査なんか嫌いだ ／鎌田 實 ／井上 由季子
左利きあるある右利きないない ／左 来人 男子ガッツリ元気弁当 ／牧野 直子
帰ってからでもすぐできるおかず４００レシピ ／市瀬 悦子 定番おかずＢＥＳＴ２００
お弁当教本 ／坂田 阿希子 やわらかく、飲み込みやすい高齢者の食事メニュー１２２
おやすみ、エレン ／カール＝ヨハン・エリーン

／大崎 梢　他

／彩瀬 まる
／名取 佐和子

／吉沢 久子
／ミケール・カッツ・クレフェルト
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一般＊文学

／江國 香織 ／田中 博
／川口 則弘

／福田 和代 ／真梨 幸子
／柚月 裕子 ／松田 青子

／鳥羽 亮
／水生 大海 ／西村 京太郎
／仙石 壱岐 ／伊集院 静
／相場 英雄

／乾 くるみ ／夏川 草介
／高橋 弘希

一般＊哲学・歴史・地理

／太田 俊明 ／恩田 陸
／恩田 陸

／柴崎 友香
／今野 敏

／新堂 冬樹
／畑野 智美
／村上 春樹

／柴門 ふみ

一般＊社会

一般＊医学・家政学

／薬丸 岳

／古川 順弘

故郷の筑豊を離れ、上京してから７年。伊吹信介は、ユーラシア大陸横断の大望を胸に秘め、シベリアへの 

密航を果たす。国際情勢の複雑多岐な現実に戸惑いながらも、大自然に生きる人々との出会いに心打たれ 

る信介。未知の世界の息吹に触れ、冒険の旅は続く。２３年ぶりに復活した大河長編。 

青春の門  第８部 風雲篇（上・下）   五木 寛之 著   



暴走司会者 ／田原 総一朗 何がちがう？どうちがう？似ている日本語 ／佐々木 瑞枝
日本農業再生論 ／木村 秋則　他 シアトル発ちょっとブラックなコーヒーの教科書 ／岩田 リョウコ
水木しげると妖怪の哲学 ／甲田 烈 ときめく花図鑑 ／中村 文
７００番　第２巻｜第３巻 ／ＡＳＫＡ きむら式おもしろ造形タイム ／きむら ゆういち
日本の言葉の由来を愛おしむ ／高橋 こうじ 愛之助日和 ／片岡 愛之助
ＩＴと熟練農家の技で稼ぐＡＩ農業 ／神成 淳司 仕事のＥｘｃｅｌが１日でざっくりわかる本 ／立山 秀利
パリが楽しくなる！かんたんフランス語 ／荻野 雅代　他 正しい敬語 ／末岡 実
母親力 ／森 昌子 情報セキュリティの基礎知識 ／中村 行宏　他

やさしく学ぶ菜園ＤＩＹ入門 ／和田 義弥 ２０３０年日本の鉄道未来予想図

ハッピーイースター ／ヨシエ とくしまからきました ／やまさき じゅんよ
あかですよあおですよ ／かこ さとし とんとんだあれ？ ／マレーク・ベロニカ
あさですよよるですよ ／かこ さとし がっこうだってどきどきしてる ／クリスチャン・ロビンソン
ゆうくんのくまパジャマ ／中谷 靖彦 よんでみよう ／ごとう ゆうか
よるのこどものあかるいゆめ ／むらい さち（しゃしん） おおきくなあれ ／あべ 弘士
いすにすわってたべなさい。 ／平田 景 どこじゃ？かぶきねこさがし ／吉田 愛
ともだちのひっこし ／宮野 聡子 きょうりゅうたちがけんかした ／マーク・ティーグ
あからん ことばさがし絵本 ／西村 繁男 なのはなごうしゅっぱつしんこう！ ／まるやま あやこ
カレー地獄旅行 ／ひげラク商店 くろねこトミイ ／林 明子
１こ２ほん３びき ／サイラス・ハイスミス 宇宙戦隊キュウレンジャースターチェンジだ！９だいヒーロー
わたしのせいじゃない ／ディック・ステンベリ スタジオジブリの食べものがいっぱい

とうちゃんとユーレイババちゃん ／藤澤 ともち わたしのカブトムシ研究 ／小島 渉
僕は上手にしゃべれない ／椎野 直弥 地球のあゆみえほん ４６億年のれきし ／山下 美樹
ネコの家庭教師 ／南部 和也 ワクワクお花屋さん気分 ／今野 政代
サイアク！ ／花田 鳩子 おばけのこわ～いめいろ ／小岩 よう太
ふたりユースケ ／三田村 信行 １３歳からのマナーのきほん５０ ／アントラム栢木利美
すきなじかん きらいなじかん ／宮下 すずか 包丁を使わないで作るごはん ／寺西 恵里子
きみに聞いてほしい ／バラク・オバマ 鉄道の仕事まるごとガイド ／村上 悠太
方言萌え！？ ／田中 ゆかり どうして野菜を食べなきゃいけないの？
ＳＮＳ炎上 ／長江 優子ほか 学年ビリから東大へ進み、作家になった私の勉強法
サイレンカー ／竹内 薫

郷土

キッズ・ファミリー
キッズ・ファミリー

郷土

ジャンル
邦画
洋画

僕だけがいない街
タイトル名

ファインディング・ドリー
トムとジェリー ショー２

アリス・イン・ワンダーランド 時間の旅

じどう＊えほん

じどう＊よみもの・そのた

徳島の環境防災まちづくり［シリーズ１］［シリーズ２］
選抜阿波おどり大会前夜祭２０１６

ＤＶＤ

一般＊その他
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なきごえバス   えがしら みちこ 著 

「なきごえバスが発車しまーす。ご乗車の方は、ないてくださーい。」運転手のはるちゃんが呼びかけると、 

にゃあにゃあ、わんわん、こけこっこー！動物たちがやってきて、バスはあっという間ににぎやかに。 

たくさんの動物を乗せて走るバスに、最後に乗ってきたのは？動物のなきごえを楽しめる絵本。 

これらの新刊図書は、新刊コーナーでどうぞ！この他にも新刊図書入荷しています。 

上記の図書が貸出し中の場合や、ご希望の図書が当館にない場合は、 

お気軽に予約サービスやリクエストサービスをご利用ください。 

『吉野川市役所ホームページ内「図書蔵書検索」』でもご覧いただけます。 

（http://library.city.yoshinogawa.lg.jp/opac/wopc/pc/pages/TopPage.jsp） 


