
真夜中乙女戦争 宇喜多の楽土 ／木下 昌輝
ロンリネス 滅びの園 ／恒川 光太郎
名探偵誕生 ミルク・アンド・ハニー ／村山 由佳
長兵衛天眼帳 憂鬱な１０か月 ／イアン・マキューアン
ディス・イズ・ザ・デイ 夏井いつきの「時鳥」の歳時記 ／夏井 いつき
４歳の僕はこうして 日の出 ／佐川 光晴
　　　アウシュヴィッツから生還した 宵物語 ／西尾 維新
ポストカプセル 罪なき子 ／小杉 健治

消された信仰 ／広野 真嗣 心理学でわかるひとの性格・感情辞典
ダンナさまは幽霊 ／流光 七奈 神社に行っても神様に守られない人、
関西道の駅徹底オールガイド 決定版 ／あんぐる 　　　　　　　　　　　行かなくても守られる人。 ／岡田 能正
質問は人生を変える ／マツダ ミヒロ 図解身近にあふれる
つぶやくだけでも運気が上がる！ 　　　　　　　「心理学」が３時間でわかる本 ／内藤 誼人
　　　　　　　　　　　　　絶対幸運「ことだま」 ／水蓮 ゼロから分かる！歩いて知る神社と神さま ／植島 啓司

日本の気配 ／武田 砂鉄 世界を変えた１４の密約 ／ジャック・ペレッティ
特権キャリア警察官 ／時任  兼作 逆転交渉術 ／クリス・ヴォス 他
津波の霊たち ／チャード・ロイド・パリー クラスマナー入門 ／田中 ゆり子 他
百年の女 ／酒井 順子 佐々木正美の子育て百科　　　 ／佐々木 正美
社会人として必要な経済と政治のことが 中小企業の防災マニュアル ／本田 茂樹
　　　　　　　　　　　　５時間でざっと学べる ／池上 彰

栄養まるごと１０割レシピ！ サラダ好きのシェフが考えた
ネット依存・ゲーム依存がよくわかる本 　　サラダ好きに贈る１３７のとっておきサラダ ／音羽 和紀
よくわかる腰・腰椎の動きとしくみ  ／永木 和載 罪悪感のない間食・夜食 ／木村 幸子
舌を鍛えると長生きできる！ ／平野 浩彦 生クリームなしで作る  
身近にいる「やっかいな人」から 　　　　　　アイスクリームとフローズンデザート ／吉川 文子
　　　　　　　　　　　　　身を守る方法 ／マーク・ゴールストン 陛下、お味はいかがでしょう。 ／工藤 極
役立つ栄養学 焼肉の達人 ／小関 尚紀
本当に怖いキラーストレス ／茅野 分 ママにはなれないパパ ／鈴木 おさむ
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一般＊文学

／Ｆ
／桐野 夏生

／似鳥 鶏
／山本 一力

／津村 記久子

／マイケル・ボーンスタイン 他

／折原 一

一般＊哲学・歴史・地理

一般＊社会

一般＊医学・家政学

検察の道を選んだ中澤と城島。2人の前に立ちはだかる、政治家、企業、秘密機関、「消えた2兆円」…。

真相に辿り着く過程で明らかになる現代の「巨悪」の正体とは。東京地検特捜部を舞台にした検察ミステリー巨編。

巨悪 伊兼 源太郎 著



軌道 ／松本 創 妖怪ウォッチ[１５] ／小西 紀行
昆虫のすごい世界 ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ[８９] ／尾田 栄一郎
世界の建築家解剖図鑑 ／大井 隆弘 他 完全理解自動運転 ／林 哲史
はじめてでも安心！かわいいうさぎ アダムス・ファミリー全集 新装版 ／チャールズ・アダムス
　　　　　幸せな飼い方・育て方がわかる本 ／大里 美奈 身体的物語論 ／蜷川 幸雄
うちのうさぎの老いじたく 「徹子の部屋」の花しごと ／石橋 恵三子
メダカの教科書 トトロの生まれたところ
羽生善治永世七冠必勝の一手 ／森 鶏二 カラス先生のはじめてのいきもの観察 ／松原 始
天の川が消える日 ／谷口 義明 美しい変形菌 ／高野 丈
絵本のなかを旅するようなかわいい世界の村 最高の雑談力 ／茂木 健一郎
パフォーマンスを高めるためのアスリートの栄養学 ／清野 隼 他 チア☆ダン ／円山 夢久
パフォーマンスを高める！アスリートの献立５００ 一瞬の宇宙 ／ＫＡＧＡＹＡ

／森永製菓株式会社トレーニングラボ

ねるじかん おばけのえんそく ／西平 あかね
そうべえときじむなー ／たじま ゆきひこ いいからいいから [５] ／長谷川 義史
れいぞうこからとーって！ ／竹与井 かこ へんしんたんてい ／あきやま ただし
カピバラせんせいのバスえんそく ぼく、おたまじゃくし？ ／田島 征三
ＡＢＣのゆめみてる ／ヘンリー・フィッシャー ありがとう ／いもと ようこ
おしっこちょっぴりもれたろう ／ヨシタケ シンスケ はじめてずかんこれ、な～に？６５０ 　
またまた ねえ、どれがいい？ ／ジョン・バーニンガム ねことねずみ ／いもと ようこ 
ちびりゅうのかいかた ／ふせ りゅうた だんしゃく王とメークイン女王 ／北村 裕花
きんぎょさんとめだかさん ／とよた かずひこ 恐竜トリケラトプスとスピノぼうや ／黒川 みつひろ

世界のふしぎなぜ？どうして？ 　 キリンの運びかた、教えます ／岩貞 るみこ
人の心に木を植える ／畠山 重篤 雨ふる本屋と雨もりの森 ／日向 理恵子
なぜ？の図鑑　イヌ ３６５日のＷＯＮＤＥＲ ／Ｒ．Ｊ．パラシオ
うさぎのマリーのフルーツパーラー ／小手鞠 るい 親子でできるおいしい料理実験
ひきがえるにげんまん ／最上　一平
石ころ地球のかけら ／桂 雄三 ひとりでできる子どもキッチン ／上田 淳子
愛して育てるいきもの図鑑 四字熟語キャラクター図鑑 　
やねはぼくらのひるねするばしょ ／小野 かおる

一般＊その他

じどう＊えほん

／鈴木 のりたけ

／くさか みなこ

じどう＊よみもの・そのた

　

ＤＶＤ

タイトル名 ジャンル

／ジョディ・ウィーラー・トッペン 他

　
植物図鑑　 邦画 　
ラ・ラ・ランド 洋画 　
ワンダーウーマン 洋画 　
この世界の片隅に アニメ 　

きょうだいたちは「ピヨ」と鳴くのに、ひとりだけ「ピケキョ」と鳴くひよこのピーちゃん。

みんなに「ちがうよ」と言われたピーちゃんは、世界中を見て回ることに…。お互いを

受けいれることを楽しく描いた、心温まる絵本。

吉野川市立山川図書館
電話 0883-42-5222
FAX 0883-26-4101

ひよこのピケキョ ジャニーン・ブライアン さく ダニー・スネル え

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）


