
犬の報酬 ／堂場 瞬一 おんな城主直虎[２] ／豊田 美加
夜姫 ／新堂 冬樹 突然ですが、明日結婚します ／豊田 美加
か「」く「」し「」ご「」と「 ／住野 よる やまと錦 ／村木 嵐
稽古とプラリネ ／伊藤 朱里 果鋭 ／黒川 博行
大人の流儀[７] ／伊集院 静 天穹のテロリズム  ／嶋中 潤
やめるときも、すこやかなるときも ／窪 美澄 今日のハチミツ、あしたの私 ／寺地 はるな
優しい幽霊たちの遁走曲(フーガ)  ／太田 忠司 秋山善吉工務店 ／中山 七里
錆びた太陽 ／恩田 陸 我らがパラダイス ／林 真理子
下衆の極み ／林 真理子 出会いなおし ／森 絵都
水燃えて火 ／神津 カンナ この嘘がばれないうちに ／川口 俊和
図書室のピーナッツ ／竹内 真 ＰＴＡグランパ！ ／中澤 日菜子

たとえ明日、世界が滅びても今日、僕はリンゴの木を植える  松ノ内家の居候 ／瀧羽 麻子
／瀧森 古都 ＳＩＮＧシング ／澁谷 正子

ＬＥＡＤＥＲＳ ／百瀬  しのぶ 家族はつらいよ[２] ／小路 幸也

１０年後、君に仕事はあるのか？ ／藤原 和博 るるぶ箱根　’１８
意思決定の心理学 ／阿部 修士 るるぶ東京　’１８
小林カツ代伝 ／中原 一歩 るるぶ飛騨高山　’１８
河江肖剰の最新ピラミッド入門 ／河江 肖剰 るるぶ会津磐梯福島　’１８
シンクロニシティ「意味ある偶然」のパワー ／秋山 眞人　他 るるぶこどもとあそぼう！九州　’１８
「感情」の解剖図鑑 ／苫米地 英人 るるぶ滋賀びわ湖　長浜　彦根　’１８
家族でおでかけ中国・四国　’１７－’１８ るるぶ香川高松琴平直島小豆島　’１８

会社に入る前に知っておきたいこれだけ経済学／坪井 賢一 図解でわかる！経理 ／小野 恵
ハーバードで喝采された日本の「強み」 ／山口 真由 勉強したくなった人のための大人の「独学」法 ／和田 秀樹
老後ぐらい好きにさせてよ ／野末 陳平 一流の魅せ方 ／鈴鹿 久美子
仕事の問題地図 ／沢渡 あまね 遊べる！飾れる！折り紙で作るおはなし指人形
ハローワーク１５０％トコトン活用術 ／日向 咲嗣 ／いしばし なおこ
がんばらない介護 ／橋中 今日子 やさしいことばで日本国憲法

その調理、９割の栄養捨ててます！
ちょこっとだけ漬けもの ／沼津 りえ お医者さんにもらった薬がわかる本 ／関口 詩乃
毎日ベジレシピ ／植木 もも子 少ない予算で、毎日、心地よく美しく暮らす３６の知恵
タンパク質とからだ ／平野 久 ／加藤 ゑみ子
大人スタイルの新常識 ／石田 純子 ウルトラ図解乳がん
ＮＨＫ「あさイチ」スーパー主婦のスゴ家事術／伊豫部 紀子 みんなのお弁当暮らし日記
服を１０年買わないって決めてみました ／どい かや さばかない・おろさない！魚のおかず９０
ネコちゃんのスパルタおそうじ塾 ／卵山 玉子 図解エコノミークラス症候群の原因と予防ストレッチ
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一般＊文学

一般＊哲学・歴史・地理

一般＊社会

東日本大震災に見まわれた福島県南相馬市を舞台に展開する、馬と人、人と人の「絆」の物語。津波に 

呑まれた牧場でただ１頭生き残った牝馬シロが、命と引き換えに産み落とした芦毛の牝馬「リヤンドノール」。 

牧場主・雅之とその長男・拓馬は、放射能汚染の風評被害と闘いながら競走馬として育て、デビューさせる。 

絆 ～走れ奇跡の子馬～   島田 明宏 著   



「週刊文春」編集長の仕事術 ／新谷 学 完全解説日本の火山噴火 ／島村 英紀
生命の内と外 ／永田 和宏 紙と日々、　つながりを手作りする楽しみ ／田中 千絵
怖くて眠れなくなる感染症 ／岡田 晴恵 ドローンが拓く未来の空 ／鈴木 真二
勝ちきる頭脳 ／井山 裕太 花色見本帖
７００番　第一巻 ／ＡＳＫＡ 心に響く和のことばの使い方
ハイジが生まれた日 ／ちば かおり ハンギングバスケット＆コンテナ
灯台に恋したらどうだい？ ／不動 まゆう 部活で差がつく！勝つ剣道上達のコツ６０
地震・火山や生物でわかる地球の科学 ／松田 准一 ユニバーサル・スタジオ・ジャパンよくばり裏技ガイド２０１７

コウノトリのコウちゃん ／かこ さとし やさいのがっこう ピーマンくんゆめをみる ／なかや みわ
わたり鳥 ／鈴木 まもる イースターハッピーふっかつの日！ ／たちもと みちこ
ひげひげわたりひげ ／酒巻 恵 はるとなつ はたけのごちそうなーんだ？ ／すずき もも
ばあ～っ！ ／くわざわ ゆうこ うんどうかいがなんだ！ ／大木 あきこ
おはよう、はたらくくるまたち ／トム・リヒテンヘルド ドンドン ／さくら せかい
ドームがたり 未来への記憶 ／スズキ コージ とのさま１ねんせい ／本田 カヨ子
だれかな？だれかな？ ／とよた かずひこ 走れ！みかんのかわ ／吉田 戦車
ピクニック ／たちもと みちこ イソップどうわ ／いもと ようこ
トイレとんとんとん ／鈴木 博子 いろいろおてがみ ／えがしら みちこ
マロンちゃん カレーつくってみよう！ ／西村 敏雄 わすれもの ／豊福 まきこ
きょうはそらにまるいつき ／荒井 良二 プリキュアオールスターズまるごと大ずかん
したじきくんとなかまたち ／山村 浩二 タマ＆フレンズ うちのタマ知りませんか？

おばけ遊園地は大さわぎ ／柏葉 幸子 モアナと伝説の海 ／スーザン・フランシス
魔法の庭の宝石のたまご ／あんびる やすこ いのちのひろがり ／中村 桂子
キャプテン 君は何かができる ／山田 明 池上彰の中学生から考える選挙と未来 ／池上 彰
こうえんのおばけずかん おばけどんぐり ／斉藤 洋 子どもと作るスイーツ絵本 ／辻口 博啓
あなたのとなりにある不思議［ぶるぶる編・ざわざわ編］ 知ってる？バドミントン ／中口 直人
古典から生まれた新しい物語［ふしぎな話・冒険の話］ １５０％パニック！絶対ダマされる！？からだマジック
仰げば尊し［３］ ／舟崎 泉美 ／斉藤 ふみ子・大関 直樹
小説映画きょうのキラ君 ／時海 結以 なぜ？どうして？きせつのふしぎ
小説映画溺れるナイフ ／松田 朱夏 からだの免疫キャラクター図鑑

＜手あそびマイスター＞かぞえてあそぼ！かずとすうじの歌あそび 子ども

島津亜矢 ２０１７年 全曲集 島津 亜矢 演歌
決定盤 ジブリのせかいベスト～インストゥルメンタル～ ヒーリング

Ｊ－ＰＯＰ ９０’ｓ Ｂｅｓｔ～言いたい事も言えないこんな世の中は～ 邦楽
ザ・ヴェリー・ベスト・オブ・ボブ・ディラン ボブ・ディラン 洋楽

ジャンル
Ｂａｌｌａｄ Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ Ｋｉｎｋｉ Ｋｉｄｓ 邦楽
ＡＬＬ ＳＩＮＧＬｅｅｅｅＳ～＆Ｎｅｗ Ｂｅｇｉｎｎｉｎｇ～ ＧＲｅｅｅｅＮ 邦楽

じどう＊えほん

じどう＊よみもの・そのた

ＣＤ

タイトル名 歌手名

一般＊その他
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ペンギンかぞくのおひっこし   刀根 里衣 著 

ペンギン家族は、引っ越しを決めました。地球がどんどんどんどんあたたかくなって、ペンギンたちの氷の 

おうちが溶けてしまったからです。南へ東へ西へ北へおうちを探しに行きます。ペンギン家族は住むのに 

ピッタリなすてきな場所は見つかるのでしょうか？小さなこどもにもよくわかる、環境を考える絵本。 

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） 


