
  絶望キャラメル ／島田 雅彦 世紀の小説『レ・ミゼラブル』の誕生 ／デイヴィッド・ベロス
空港時光 ／温 又柔  七つの試練 ／石田 衣良

 対岸の家事 ／朱野 帰子   ドアを開けたら ／大崎 梢
地球星人 ／村田 沙耶香   花咲小路三丁目北角のすばるちゃん ／小路 幸也

  花まみれの淑女たち ／歌川 たいじ 愛なき世界 ／三浦 しをん

 漂砂の塔 ／大沢 在昌   夏井いつきの季語道場 ／夏井 いつき

 悪魔と呼ばれた男 ／神永 学 書店ガール［７］ ／碧野 圭

  ＴＡＳ特別師弟捜査員 ／中山 七里   緑の花と赤い芝生 ／伊藤 朱里

  人類滅亡小説 ／山田 宗樹 絵里奈の消滅 ／香納 諒一

  人殺しの息子と呼ばれて ／張江 泰之 ＴＥＮ 　 ／楡 周平

 弱さをさらけだす勇気 ／松岡 修造 るるぶ北陸金沢　’１９
極北へ ／石川 直樹   日本人、最期のことば 　 ／西村 眞
実は科学的！？江戸時代の生活百景 ／西田 知己 チキンラーメンの女房   
江戸無血開城の深層 ／磯田 道史 他

英国パブリック・スクールへようこそ！ ／石井 理恵子 看る力 ／阿川 佐和子 他

  スマホに負けない子育てのススメ ／諸富 祥彦 要点をギュッ！はじめての簿記図鑑 ／葛西 安寿
障害のある子の「親なきあと」 ／渡部 伸  誰とでも１５分以上ホントに！会話が
古生物学者、妖怪を掘る ／荻野 慎諧  　　　　とぎれない！話し方５０のルール  ／野口 敏
 　 　

腸と脳 ／エムラン・メイヤー 老いた親へのイラッとする 

  がんになっても心配ありません          気持ちがスーッと消える本 ／榎本 睦郎
自分で治す！老眼・近視 ／日比野 佐和子 天使が住みたい冷蔵庫・

  体幹コアウォーキング ／今村 大祐 　　　   悪魔が住んじゃう冷蔵庫 ／番場 智子

  女子の筋トレ＆筋肉ごはん 検査結果なんでも早わかり事典 ／小橋 隆一郎
ベターホームのチーズ料理  姿勢の教科書　上肢・下肢編 ／竹井 仁

 現場ですぐ引ける医学・看護略語辞典 ／飯田 恭子 自分で治す！顎関節症 ／藤原 邦康

 あなたの知らない歯の新常識  はじめよう乳和食 ／小山 浩子
棒針編みでかんたんＳＩＭＰＬＥ ＫＮＩＴ こもの   だいじょうぶだよ、モリス ／カール=ヨハン・エリーン

／朝日新聞出版 詳しくわかる狭心症・

  ディズニーウフフィフェルトマスコット ／佐々木 公子           心筋梗塞の治療と安心生活

  おはよう！アジアの朝ごはん ／口尾 麻美 気になる症状からナビする病気の事典 ／藤原 大美

  大豆ミートのヘルシーレシピ ／坂東 万有子   老けない人の最強レシピ ／牧田 善二

  すごいやせる！股関節１分ストレッチ ／南 雅子
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一般＊文学

一般＊哲学・歴史・地理

一般＊社会

一般＊医学・家政学

「ばかやろう」が言えなかった娘、「幸せか？」と聞けなかった芸人、「ごめん」が言えなかった妹、
「好きだ」と言えなかった青年・・・。不思議な喫茶店で過去に戻る４人の物語。
「コーヒーが冷めないうちに」シリーズ。

  思い出が消えないうちに 　　　川口　俊和　著



ペットを安らかに送る終活のすべて 　 日本の美しい秘境 　

 トコトンやさしいＩｏＴの本 ／山崎 弘郎   夜が小沢をそそのかす ／小沢 一敬
野生ネコの教科書 ５０（フィフティ） 

  結局、人生はアウトプットで決まる ／中島 聡
ナナメの夕暮れ ／若林 正恭   にっぽんツバメ便り 　
死に山 “動物の精神科医”が教える 　
大人のにほんご事典           犬の咬みグセ解決塾 ／奥田 順之
ウルトラマンレオ 　   おしゃれも人生も映画から ／地曳 いく子 他

 日本と世界の犬のカタログ　２０１９年版 　  超越の棋士羽生善治との対話 ／高川 武将

さとやまさん わたしの島をさがして  ／レオ・エスピノサ
じめんのしたにはなにがある ／山本 孝 ねずみくんのうんどうかい ／上野 紀子
カニーニとカニーノ ／スタジオポノック ねこです。 ／北村 裕花
サムライエッグ かしこいのはだあれ？ ／バーサンスレン・ボロルマー
透明人間 ／林 孝輔 ほか トーマス、バスになる？ ／ウィルバート・オードリー
ジャーニー国境をこえて ／フランチェスカ・サンナ どんぐりむらのいちねんかん  ／なかや みわさく
へっこぷっとたれた ／降矢 なな トコトコバス  ／高橋 和枝
おどりたいの ／豊福 まきこ しろちゃんしろネコおしゃれずき  ／ふくなが じゅんぺい
いちばんのともだち ／ジェニファー・Ｋ.マン ことばずかんだ わん！　　  ／ドロテ・ド・モンフレッド

きらわれもののこがらしぼうや ／仁科 幸子 池上彰のはじめてのお金の教科書 ／池上 彰
とうふやのかんこちゃん ／吉田 道子 ヒトの体にすみつく生き物
しだれ桜のゴロスケ　　　　　　 ／熊谷 千世子 まんが都道府県大事典
ぼくらの原っぱ森 ／ジュリア・グリーン ディズニーサブキャラクター500大事典 
ヒトラーと暮らした少年 ／ジョン・ボイン 魔法のハロウィン・パイ  ／野中 柊
キツネのパックス ／サラ・ペニーパッカー プーと大人になった僕 エリザベス・ルドニック
ため池の外来生物がわかる本 ／加藤 英明 いいたいことがあります！ 
いきもの寿命ずかん きっちり・しとーるさん  

／ルーク・ハンター ／ティム・ハーフォード
徳島で老舗ラーメン店を継いでみた ／岡田 元一

／ドニー・アイカー
／齋藤 孝

／今森 光彦

／スタジオポノック

／魚住 直子
／新宅 広二 ／おの りえん

タイトル名 歌手名 ジャンル
miwa THE BEST miwa 邦楽
STORY ～HY BEST～ HY 邦楽
ラヴ・ミー・テンダー～グレイテスト・ヒッツ エルヴィス・プレスリー 洋楽
FUN! FUN! FUN! -The Best Drive Music 2- 洋楽
ALL TIME BEST 葉加瀬太郎 クラシック
Disney Sounds of Peaceful Moments～Happy&Relaxing～ ディズニー
きいて！うたって！えいごの歌～2020年に向けて～ベスト 子ども
ココロ・カラダ元気に！いきいきマーチ 他

一般＊その他

じどう＊えほん

じどう＊よみもの・そのた

CD

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

やきいもやゴンラ　　　ながい　いくこ　作　くすはら 順子　絵

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）

ゴリラのゴンラのやきいもやは、いつも行列ができています。「いちどはまったら、やみつき」「まるで
ぽっかぽかのおひさまのあじ」と大評判。でも、待っても、待っても、なかなか店は開かなくて…。


