
たゆたえども沈まず ／原田 マハ くちなし ／彩瀬 まる
おもかげ ／浅田 次郎 彼方の友へ ／伊吹 有喜
ウズタマ ／額賀 澪 そのバケツでは水がくめない ／飛鳥井 千砂
猫の話をそのうちに ／松久 淳 卑劣犯 ／笹本 稜平
万屋大悟のマシュマロな事件簿 ／太田 忠司 仮面の君に告ぐ ／横関 大
ビギナーズ・ドラッグ ／喜多 喜久 お義父さん ／はなわ
飼う人 ／柳 美里 分かったで済むなら、名探偵はいらない ／林 泰広
意識のリボン ／綿矢 りさ 探偵少女アリサの事件簿[２] ／東川 篤哉
ツノハズ・ホーム賃貸二課におまかせを ／内山 純 魔邸 ／三津田 信三
道標 ／今野 敏 江戸川乱歩と横溝正史 ／中川 右介
夫の後始末 ／曽野 綾子 八月十五日に吹く風 ／松岡 圭祐

ファング一家の奇想天外な謎めいた生活 ５０代からしたくなるコト、なくていいモノ ／岸本 葉子
／ケヴィン・ウィルソン ものの見方が変わる座右の寓話 ／戸田 智弘

旅の終わりに ／マイケル・ザドゥリアン

龍を味方にして生きる ／越智 啓子 大嘗祭 ／工藤 隆
夢をかなえるノート術 ／おふみ 僕たちが何者でもなかった頃の話をしよう／山中 伸弥　他

悩める君に贈るガツンとくる言葉 ／石原 壮一郎 知らなかった、ぼくらの戦争 ／アーサー・ビナード
夕暮れもとぼけて見れば朝まだき ／高見 のっぽ 言い訳してる場合か！ ／坂東 眞理子
福を招く旧暦生活のすすめ ／白井 明大 がんばる理由が、君ならいい ／０号室
雑学ニッポン「出来事」図鑑 ／ケン・サイトー １５歳のコーヒー屋さん ／岩野 響

定年バカ ／勢古 浩爾 実はこんなに間違っていた！日本人の健康法 ／奥田 昌子
正しく知れば体が変わる！栄養素の摂り方便利帳 ビジネスに効く表情のつくり方 ／清水 建二
国家試験カタログ　２０１９－２０年版 バクノビ ／坪田 信貴
みんなの体をまもる免疫学のはなし ／坂野上 淳 ざんねんな脳 ／ディーン・バーネット
一生疲れない人の「脳」の休め方 ／菅原 道仁

夢を引き寄せる魔法の家事ノートのつくりかた ／みしぇる 掃除の解剖図鑑 ／日本ハウスクリーニング協会
人生が変わる洗顔 ／米澤 房昭 カンタン！かわいいイギリス・ロンドンの刺しゅう５００
冷凍生地で焼きたてパン ／高橋 雅子 ぜんぶもやしレシピ ／きじま りゅうた
１肉１野菜鍋 ／堤 人美 ３つの生地で作る秘密の型なしパイ ／河井 美歩
おいしい記憶 ／上戸 彩　他 とりわけごはん ／熊谷 しのぶ
愛しのから揚げレシピ９４ ／今井 亮 みんなの家事日記
フライパンで作れるまあるいクッキーとタルトとケーキ レシピを見ないで作れるようになりましょう。 ／有元 葉子

／若山 曜子 誰も教えてくれなかったプロに近づくためのフレンチの教科書
／谷 昇
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一般＊文学

一般＊哲学・歴史・地理

一般＊社会・医学

一般＊家政学

おらおらでひとりいぐも    若竹 千佐子 著   

結婚を控えた２４歳の秋、東京オリンピックのファンファーレに押し出されるように、故郷を飛び出した桃子さん。
身ひとつで上野駅に降り立ってから５０年―住み込みのアルバイト、周造との出会いと結婚、二児の誕生と成長、
そして夫の死。捨てた故郷、疎遠になった息子と娘、そして亡き夫への愛。震えるような悲しみの果てに、桃子さ
んが辿り着いたものとは―。第１５８回芥川賞受賞作品。 



ｉＰｈｏｎｅ芸人かじがや卓哉のスゴいｉＰｈｏｎｅ べんりなしっぽ！ふしぎなしっぽ！ ／小宮 輝之
／かじがや 卓哉 雑草は軽やかに進化する ／藤島 弘純

６０歳からはじめるＳＮＳ ／岡本 ゆかり　他 骨格百科－スケルトン－ ／アンドリュー・カーク
万事正解 ／角野 卓造 果樹＆フルーツ鉢で楽しむ育て方 ／三輪 正幸
生きつづける言葉 ／平尾 誠二 声が２０歳若返るトレーニング ／上野 実咲
心とカラダを整えるおとなのための１分音読 ／山口 謠司 犬のしつけパーフェクトＢＯＯＫ
僕がカンボジア人になった理由 ／猫 ひろし ぴかぴか深海生物 ／エリック・ホイト
最新音楽業界の動向とカラクリがよ～くわかる本 日大式で差がつく！陸上競技跳躍種目トレーニング

／大川 正義 僕らが毎日やっている最強の読み方 ／池上 彰　他

かくれんぼ ／種村 有希子 あかいふうせん ／山田 和明
おとしだまをいっぱいもらうコツ ／南 知里 アンパンマンどっち？どっち？めいろ ／やなせ たかし
かぞえかたいろいろ ／すなやま えみこ おやすみなさいのおともだち ／バーバラ・ユンク
星につたえて ／吉田 尚令 あさがくるまえに ／ベス・クロムス
動物たちは、お医者さん！ ／フリオ・アントニオ・ブラスコ なんでもたしざん ／ナイジェルグラフ
ぎゅっ ／ミフサマ ラブちゃんのすてきなびようしつ ／タナカ アイコ
ペンギンがとぶ ／ひだの かな代 うそうそかわうそのむかしばなし ／はやし ますみ
かんぱいよっぱらい ／はらぺこめがね パグパグ３きょうだい ／長澤 星
ヴァンピリーナはバレリーナ　わくわくのおとまり会 おくすりきらい ／まえだ すすむ

／レウィン・ファム

保健室の日曜日　なぞなぞピクニックへいきたいかぁ！ ウルトラマン全戦士超ファイル
／村上 しいこ まさかさかさま回文めいじん ／ながた みかこ

ぼくたち負け組クラブ ／アンドリュー・クレメンツ うらない師ルーナと三人の魔女 ／あんびる やすこ
こども日本の歴史 ／齋藤 孝 これを知らずに働けますか？ ／竹信 三恵子
ｉＰＳ細胞と人体のふしぎ３３ ／小野寺 佑紀 楽しみながら才能を伸ばす！
なんでも未来ずかん 　小学生の絵画とっておきレッスン ／ミノオカ リョウスケ
帽子から電話です ／長田 弘 親子で学ぶサッカー世界図鑑　ロシアＷ杯編
ひみつのきもちぎんこう　かぞくつうちょうできました こんぴら狗 ／今井 恭子

／ふじもと みさと すみれちゃんのお片づけ１２カ月 ／渡辺 ゆき
こどもおしごとキャラクター図鑑 ／給料BANK 最後のオオカミ ／マイケル・モーパーゴ

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
破門 ふたりのヤクビョーガミ 邦画
ライオン ２５年目のただいま 洋画

プリキュア ドリームスターズ！ キッズ・ファミリー
SING/シング キッズ・ファミリー
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おもちおばけ   ささき ようこ  さく・え 

おばあちゃんが送ってくれた大好きなおもちをくまくんが焼いていると…ぷく
ぷくぷくぷく…くっついて、ふくらんで、大きくなって、おもちのおばけに
なっちゃった！おもちのおばけはとなりのお鍋のふっくら煮えたあずきも飲み
込んじゃった！これからどうなるの～！？ 

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） 


