
公園へ行かないか？火曜日に ／柴崎 友香 最初の悪い男 ／ミランダ・ジュライ
ことことこーこ ／阿川 佐和子 到達不能極  ／斉藤 詠一
下町ロケット[４] ／池井戸 潤 男たちの船出  ／伊東 潤
銀河食堂の夜  ／さだ まさし エムエス ／今野 敏
草原のコック・オー・ヴァン   ／柴田 よしき リベンジ ／柴田 哲孝
猫のエルは ／町田 康 １４歳、明日の時間割 ／鈴木 るりか
まんぷく[上] ／田渕 孝 群青の魚 ／福澤 徹三
その先の道に消える ／中村 文則 “介護後”うつ   ／安藤 和津
アイム・ブルー ／木崎 伸也 血の雫  ／相場 英雄
春は始まりのうた   ／小路 幸也 無事に返してほしければ   ／白河 三兎
沈黙のパレード   ／東野 圭吾 東京輪舞（ロンド）　 ／月村 了衛
８３ １／４歳の素晴らしき日々 ／ヘンドリック・フルーン ダンデライオン   ／中田 永一
ハラスメントゲーム  ／井上 由美子 神さまを待っている   ／畑野 智美
「違うこと」をしないこと   ／吉本 ばなな 手をつないだままさくらんぼの館で ／令丈 ヒロ子

ダークツーリズム ／井出 明 日本史 文書・書物の秘密
「動じない心」をつくる８５の言葉 ／植西 聰
かけ湯くん   ／松本 英子 るるぶ神戸  ’１９
「死」とは何か ／シェリー・ケーガン ／中村 昇
よくわかる手相  
先延ばしする人は 早死にする！ ／メンタリストＤａｉＧｏ 聞いてビックリ「あの世」の仕組み

神社のどうぶつ図鑑  

ドラッカー全教え ／ウィリアム・Ａ．コーエン　 没イチ   ／小谷 みどり
警視庁刑事部現場鑑識写真係 ／戸島 国雄 ブラック・ハンド ／スティーヴン・トールティ
マネして書くだけ確定申告 　 わたしの町は戦場になった  
 　 神山進化論 

あなたの老いは舌から始まる   ／菊谷 武 メンタリズム禁煙法  ／メンタリストＤａｉＧｏ
長生きできる食習慣   ／東城 百合子 着物リメイクでずっと着られる服  　
６０歳からの筋活ごはん 　 お弁当バイブルｂｙ速水もこみち   ／速水 もこみち
はじめての手編みクリスマス小物１３０ 　 フォトジェニックなラテアート   ／伊藤 雄一
毒舌フェニックスが教える家族を救う片づけ   ／伊藤 勇司 ぐっすり眠れる、美人になれる！
よくわかる足部・足関節の動きとしくみ   ／櫻井 亮輔 　　　   読むお風呂の魔法 ／小林 麻利子
乳がんに負けない！あなたの命を守る食事  ／南雲 吉則 他 抗がん剤の世界的権威が伝授！
おいしい料理は、すべて旅から教わった   ／荻野 恭子          最強の野菜スープ活用レシピ   ／前田 浩 他
みそさえあれば。 ／小島 喜和 医師が教える最強のダイエット  
高血圧の毎日ごはん   　 ご飯の炊き方を変えると人生が変わる  ／真崎 庸

／ミリアム・ラウィック 他
／神田 誠司

一般＊医学・家政学

／ジェラルド・Ｅ．マリン 

最新！赤ちゃんの名づけ新百科ｍｉｎｉ
／松原照子

一般＊社会
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一般＊文学

一般＊哲学・歴史・地理

運が良くなる！間取りとインテリアのＨＡＰＰＹ風水

落語－哲学

“もう一度勝負したい”。努力型の加納碧李と天才型の三堂貢。再戦を誓った大会を前に、

ライバルがまさかの出場停止！？ 高校生ランナーの青春を描く、シリーズ最終巻。

ラストラン あさの あつこ 著



トレバー・ノア 写真でわかる野菜・果樹の病害虫防除 ／草間 祐輔
    生まれたことが犯罪！？   筆ペンで書くお店のゆる文字
土 地球最後のナゾ   日本と世界の猫のカタログ　２０１９年版

黒板アート甲子園作品集  　
    愛犬のための簡単手作りごはん ／奈良 なぎさ ハウステンボス  ’１９ 　
宇宙・天文で働く 男の服選びがわかる本   ／森井 良行
図解もっと身近にあふれる むちゃぶりかみしばい ／山本 博
    「科学」が３時間でわかる本 名探偵コナン［９５］ ／青山 剛昌
知って得する！おうちの数学

うさぎたちとふしぎなこうじょう おふろにジャブン１、２、３！ ／ももろ
はたらきママとほいくえんちゃん ／のぶみ ぜったいぜったいあけちゃダメッ！！／ヒース・マッケンジー
まいにちがプレゼント ／いもと ようこ くすのきだんちのおきゃくさん ／末崎 茂樹
あいうえおりょうりめしあがれ ／ａｃｃｏｔｏｔｏ おなじ月をみて ／ジミー・リャオ
ろーるぱんぶっぶー ／トモコ＝ガルシア ダヤンと魔法の本 ／池田 あきこ
いすちゃんです。 ／とよた かずひこ ぼくのばしょなのに ／刀根 里衣
いもむしパン ／つぼい じゅり がんばれちびゴジラ ／さかざき ちはる
パウルのスケッチブック ／みやざき ひろかず くまぱん ／上田 恵子

ノーベル賞受賞者が教えるノーベル賞をとる方法 ほろっと泣けるいきもの図鑑
／バリー・マーシャル 名探偵コナンの１０才までに覚えたい難しいことば１０００

ああ、愛しき古生物たち ／土屋 健 かいけつゾロリ大図鑑キャラクター大全 ／原 ゆたか
ねこねこたんてい  なぞときダヤン ／きむら ゆういち 国境なき助産師が行く ／小島 毬奈
しましま ／松成 真理子 ことわざキャラクター図鑑
楽しいオーケストラ図鑑 やんばるの森 ／湊 和雄
クリスマスのあかり ／レンカ・ロジノフスカー ５分後に癒されるラスト

８年越しの花嫁
グレイテスト・ショーマン
僕のワンダフル・ライフ

洋画
洋画

かいけつゾロリ　ZZのひみつ アニメ

DVD

タイトル名 ジャンル
邦画

／本田 隆行

／左巻 健男
／松川 文弥

じどう＊えほん

／レナード・ワイスガード

じどう＊よみもの・そのた

／トレバー・ノア ／宇田川 一美
／藤井 一至

必要な栄養素がすべてわかる 　

一般＊その他

　

ぼくたちのプレゼントはどこ？ リチャード・スキャリー さく

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）

クリスマスの朝、早起きした２ひきのねずみたちは、サンタさんが置いて行ったたくさんのプレゼント

をのぞきこみはじめ…。クリスマスのわくわく感、プレセントをもらう嬉しさがつまった楽しい絵本。

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


