
木足の猿 ／戸南 浩平 ＢＵＴＴＥＲ ／柚木 麻子
角野栄子の毎日いろいろ ／角野 栄子 さらば愛しき魔法使い ／東川 篤哉
鮪立の海 ／熊谷 達也 誰かが見ている ／宮西 真冬
小説日本博物館事始め ／西山 ガラシャ 君の前で息を止めると呼吸ができなくなってしまうよ
素敵な日本人 ／東野 圭吾 ／氏田 雄介
いのちの車窓から ／星野 源 学校へ行けなかった私が「あの花」「ここさけ」を書くまで
夜の谷を行く ／桐野 夏生 ／岡田 麿里
ジュリエットのいない夜 ／鴻上 尚史 ２２年目の告白 ／浜口 倫太郎
ゆらぐ玉の緒 ／古井 由吉 貘の耳たぶ ／芦沢 央

ときどき旅に出るカフェ ／近藤 史恵 はなだより ／藤谷 燈子
追想の探偵 ／月村 了衛 人生という花 ／小檜山 博

流されるな、流れろ！ ／川崎 昌平 やり抜く脳の鍛え方 ／茂木 健一郎
現役東大生が教える「ゲーム式」暗記術 ／西岡 壱誠 なぜ日本人は神社にもお寺にも行くのか ／島田 裕巳
大合格 ／中田 敦彦 るるぶ仙台 松島 宮城　’１８
日本の近代とは何であったか ／三谷 太一郎 るるぶ日光 那須 鬼怒川 塩原　’１８
本命になる技術 ／藤本 シゲユキ るるぶ山形 鶴岡 酒田 米沢 蔵王　’１８

ルポトランプ王国 ／金成 隆一 ねてもさめてもとくし丸 ／水口 美穂
革命的話し方メソッド ／野村 絵理奈 闇を照らす ／長崎新聞社報道部少年事件取材班
東大がつくった高齢社会の教科書 大人かわいいラッピング ／宮岡 宏会

／東京大学高齢社会総合研究機構 野村證券第２事業法人部 ／横尾 宣政
認知症の人も一緒に楽しめる！ 「コミュ力」アップ実践講座 ／下平 久美子
　　　　リズム遊び・超かんたん体操・脳トレ遊び ／斎藤 道雄 子育てのイライラ・怒りにもう振り回されない本 ／篠 真希
１２歳までの好奇心の育て方で子どもの学力は決まる！ 『ワーママ』５年目に読む本

／永井 伸一 絶対トクする！クレジットカード最強ガイド　２０１７

図解よくわかる下肢静脈瘤きれいな脚が ０歳からのスキンケア ／友利 新
　　　　よみがえる！！最新治療と正しい知識 通院してもちっとも治らないアレルギー性鼻炎を本気で治す！

最新図解大人の発達障害サポートブック ／小野 和哉 ／浦長瀬 昌宏
骨格診断と髪質診断で見つけるもっと似合う髪型の法則 毎日ラクする頼れる主菜の作りおき ／小林 まさみ

／森本 のり子 ゆるべんとうレシピ ／平岡 淳子
かんたん＆おしゃれなバーベキューの人気レシピ はじめてのスポンジ菓子 ／熊谷 裕子
スッキリした朝に変わる睡眠の本 ／梶本 修身 揚げない揚げものレシピ ／星野 奈々子
洋服で得する人損する人の服の着方 ／霜鳥 まき子 働く人のメンタルヘルス
たっきーママの作りおきおかずも！副菜も！ 作りおきやせおかず簡単おいしい２５０品
　　　　　　　　　　　　全部レンジで朝すぐ！弁当／奥田 和美
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昭和３９年、奥茨城村の農家の娘・谷田部みね子は、父が東京へ出稼ぎに行ったまま姿を消したことを 

きっかけに高校卒業後、父親を捜すため集団就職で上京を決意する。初めての都会。初めての仕事。 

みね子の奮闘が始まる。“金の卵”のヒロインが殻を破って成長していく、波瀾万丈青春記！ 

ひよっこ（上）   国井 桂 著   



セブン－イレブン１号店繁盛する商い ／山本 憲司 ２０５０年の技術 ／英『エコノミスト』編集部
「言葉にできる」は武器になる。 ／梅田 悟司 園芸大図鑑
日本の美しい庭園図鑑 ／大野 暁彦　他 らくらくあんしん妊娠・出産
世界一やさしい海釣り入門 ／西野 弘章 手作りスタンプのアイデア帖
大人女子のための続く筋トレ ／森 俊憲 人気のバラ　シュラブローズ
１億稼ぐ人の「超」メモ術 ／市村 洋文 洗車のテクニック＆メンテナンス
一年中楽しめるおりがみ壁飾り ／堀込 好子 はじめてママ＆パパのしつけと育脳
ジブリの文学 ／鈴木 敏夫 さくら日本切手カタログ　２０１８年版
恋するディズニー別れるディズニー ／堀井 憲一郎 いつでもとれたて！はじめてのベランダ野菜
はずむ！「会話」の作り方 ／望月 理恵 木工でかんたん使える！収納インテリアづくり
字が汚い！ ／新保 信長 映画クレヨンしんちゃん２５周年公式ガイドブック
日本木造校舎大全 ／角皆 尚宏 東京ディズニーリゾートベストガイド　２０１７－２０１８

えじえじえじじえ ／佐藤 可士和 かしてあげたいな ／長 新太
ひよこ ／こが ようこ 建築戦隊トントンジャー ／タツミのえほん部
もうすぐぼくは ／二木 ちかこ くすのきだんちのあめのひ ／末崎 茂樹
あかちゃんごおしゃべりえほん ／かしわら あきお かさちゃんです。 ／とよた かずひこ
あかちゃんごおしゃべりずかん ／かしわら あきお ねことさかなとなみぼうず ／わたなべ ゆういち
もぐちゃんちのおひっこし ／ようふ ゆか 美女と野獣
フワフワ ／高畠 那生 ＮＥＷウォーリーをさがせ！ ／マーティン ハンドフォード
きょうはパーティのひ ／樋勝 朋巳 冒険！発見！大迷路魔法使いと魔人のランプ
宇宙戦隊キュウレンジャー＆全スーパー戦隊 ／バースデイ

　　　　大勝利のひみつベスト１１５

宿題ロボット、ひろったんですけど ／トーマス・クリストス ディズニープリンセス折り紙  ／西田 良子・平野 誠子
明日のひこうき雲 ／八束 澄子 わらいばなし２０話
時知らずの庭 ／小森 香折 はじめてのプログラミング
５分後に思わず涙。 ／桃戸 ハル オールカラー楽しく覚える！都道府県
１０分で読める大わらい落語 ／土門 トキオ もうふりまわされない！怒り・イライラ
ナビラとマララ ／宮田　律 なぜ？の図鑑 ネコ
ようこそ！花のレストラン ／多田 多恵子 親子で楽しいはじめてのあやとり
トキメキ探偵マヂカ★マジオ ／こぐれ 京 乗りおも！

一般＊その他

じどう＊えほん

じどう＊よみもの・そのた

ＤＶＤ

タイトル名 ジャンル
湯を沸かすほどの熱い愛 邦画
風のたより 邦画
ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅 洋画
ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ ＦＩＬＭ ＧＯＬＤ キッズ・ファミリー
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たんぽぽのおかあさん   こんの ひとみ 作  いもと ようこ 絵 

一本のタンポポの根元で、目を開けた子ねこ。初めて見るタンポポが子ねこのお母さんになりました。 

子ねこはタンポポのお母さんに見守られてすくすく育っていきます。ところがある日、タンポポのお母さんの 

黄色い花が真っ白い綿毛に代わり、お母さんはふわりふわりと飛んで行ってしまいます。 

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） 


