
Ｈａｒｕｋｉ Ｍｕｒａｋａｍｉを読んでいるときに 七〇歳年下の君たちへ ／五木 寛之
　　　　　　　　我々が読んでいる者たち ／辛島 デイヴィッド 介護士Ｋ ／久坂部 羊
愉楽にて ／林 真理子 昨日がなければ明日もない ／宮部 みゆき

 静おばあちゃんと要介護探偵 ／中山 七里 キンモクセイ ／今野 敏
トラペジウム ／高山 一実 水曜日の手紙 ／森沢 明夫
黒猫のいない夜のディストピア ／森 晶麿 すみれ屋敷の罪人 ／降田 天
龍華記 ／澤田 瞳子 母の教え ／姜 尚中
童の神 ／今村 翔吾 宝島 ／真藤 順丈
ベルリンは晴れているか ／深緑 野分 破滅の王 ／上田 早夕里
ラストレター ／岩井 俊二 フランス座 ／ビートたけし
駄目な世代 ／酒井 順子 コヨーテの翼 ／五十嵐 貴久
麒麟児 ／冲方 丁 本と鍵の季節 ／米澤 穂信

武士の起源を解きあかす ／桃崎 有一郎 一度は泊まってみたい！極上の宿Ｐｒｅｍｉｕｍ
冥界からの電話 ／佐藤 愛子  「いい人」をやめる脳の習慣 ／茂木 健一郎
信長もビックリ！？科学でツッコむ日本の歴史 ／平林 純 ラッピングアイデアブック ／オギハラ ナミ 他
るるぶ淡路島’２０  極夜行 ／角幡 唯介
るるぶお伊勢まいり　２０１９ 図解身近にあふれる
るるぶ宮崎高千穂’２０       「男と女の心理学」が３時間でわかる本 ／内藤 誼人

わたしは１３歳、シリア難民。 ／国境なき子どもたち ＴＨＥ ＬＡＳＴ ＧＩＲＬ ／ナディア・ムラド 他
妖怪たちのいるところ ／水木 しげる フェイクニュースを科学する ／笹原 和俊

 幸福の増税論 ／井手 英策 あの日のオルガン ／久保 つぎこ

 　

血糖値が安定すればやせられる ／山田 悟 唾液サラネバ健康法 ／槻木 恵一
旬菜ごよみ３６５日 ／ワタナベ マキ <あまり>病気をしない暮らし ／仲野 徹
子どもと食べたい作りおきおかず ／中村 美穂 人気定番スイーツの基礎ＢＯＯＫ
医者が考案した「長生きみそ汁」 ／小林 弘幸 元ハーバード大学准教授が
フランスから届いた絵本みたいな刺しゅう ／今野 はるえ 　　　　　　　　教えるガンにならない体 ／荒木 裕

 家中スッキリ片づく！「つっぱり棒」の便利ワザ ／竹内 香予子 病気を防ぐ！改善する！「食べ方」事典
〜心と体がのびのび育つ０ ２歳児のあそび図鑑

図解「やること・やる順」身内が亡くなったときの手続き
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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

仙台市内のファミレスで、常盤優我は語り出した。双子の弟・風我のこと、決して幸せでなかった子
供時代のこと、そして、彼ら兄弟だけの特別な「アレ」のことを…。不思議で、切ない、長編小説。

   フーガはユーガ 　　　伊坂 幸太郎　著



新世界 ／西野 亮廣 世界の美しい橋
こだわる男のスタイリングメソッド ／鈴木 晴生 ＡＩ ｖｓ.教科書が読めない子どもたち ／新井 紀子
家をセルフでビルドしたい ／阪口 克 ペットと暮らす掃除術 ／杉本 彩
食パンねこのひみつ ／チェ ボンス 猫と一緒に生き残る防災ＢＯＯＫ
チコっと冒険Ｆｉｒｓｔ うさぎがおしえるうさぎの本音

  世界のキレイでこわいいきもの 清原和博告白 ／清原 和博
好日日記 ／森下 典子 宇宙飛行士に聞いてみた！ ／ティム・ピーク

  運転をあきらめないシニアの本音と新・対策 ／岩越 和紀 パンダの推しごと！ ／徳井 青空
桂歌丸大喜利人生 スマホの「わからない！」をぜんぶ解決する本  

めいたんていワンムズ  ねずみのマウリッツ  ／イングリット・シューベルト 他
 Ｅ．Ｔ． プップクプードル  ／やまだ なおと
うーこのてがみ  ／小池 アミイゴ おしりたんてい ププッ 　
ぐるぐるキラキラ  ／今井 宏枝． 　　　　ゆきやまのしろいかいぶつ！？ ／トロル
ムーミントロールと氷のおまつり  だーるまさんだーるまさん  ／きむら よしお
おしゃれにナンシー・クランシー 　 ヨッシースタンプをさがせ！ ／ヨッシースタンプ
       わたしのすきすぎること！ ／グレース・リー うかいのうがい ／さくら せかい
こまった虫歯 ／長田 真作 怪物があらわれた夜 ／フェリシタ・サラ

給食アンサンブル  ／如月 かずさ 名探偵コナン推理ファイル九州地方の謎  
その情報、本当ですか？ ／塚田 祐之 ホテルやまのなか小学校の時間割 ／小松原 宏子
夢をそだてるみんなの仕事３００  かいけつゾロリロボット大さくせん  ／原 ゆたか
スケッチブック  ／ちば るりこ くるみ割り人形と秘密の王国 ／メレディス・ルースー
ぼくらの災害サバイバルＢＯＯＫ おしっこ“小”百科  
小学生になったら図鑑 　 　 くろグミ団は名探偵
リスの森ひっこし大作戦  ／リン・レイ・パーキンス 昭和のお店屋さん  ／藤川 智子
地底旅行 ブラックないきもの図鑑 
ぼくのなまえはユウユウ  ／小手鞠 るい 子ねこリレー大作戦 ／今西 乃子
いいね！ ／筒井 ともみ らくだい記者と白雪のドレス  ／あんびる やすこ
しつもん！ドラえもん 教えて！スポーツ編 　 クセがつよい妖怪事典  ／左古 文男

／パイインターナショナル

／ＣＨＩＣＯ ／朝日新聞出版
／パイインターナショナル

／のはな はるか
／キム・スミス

　／トーベ・ヤンソン 他

／ヤクプ・プラヒー
／ユリアン・プレス

　／ジュール・ヴェルヌ

タイトル名 ジャンル
関ケ原 邦画
５０回目のファーストキス 邦画
ピーターラビット 洋画
ワンダー　君は太陽 洋画
リメンバー・ミー アニメ

一般＊その他

じどう＊えほん

じどう＊よみもの・そのた

DVD

いちごちゃん　　　さとう  めぐみ  さく・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）

     くだものと野菜たちがドッジボールをしていると、いちごちゃんがやってきました。
     かわいいいちごちゃんに、みんなメロメロ。その様子を見ていたカビラーさんきょうだいは…。
     いちごちゃんのピンチに、やくみレンジャー参上！
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