
有楽斎の戦 ／天野 純希 波濤の城 ／五十嵐 貴久
人生散歩術 ／岡崎 武志 転生の魔 ／笠井 潔
日蝕えつきる ／花村 萬月 いつか来る季節 ／広小路 尚祈
砂上 ／桜木 紫乃 もぐ∞ ／最果 タヒ
高架線 ／滝口 悠生 忘れられた巨人 ／カズオ・イシグロ
教場[０] ／長岡 弘樹 その日の後刻に ／グレイス・ペイリー
芸能人ショートショート・コレクション ／田丸 雅智 双生児 ／折原 一
おんな城主直虎[４] ／豊田 美加 ミステリークロック ／貴志 祐介
トップリーグ ／相場 英雄 毒母ですが、なにか ／山口 恵以子
百貨の魔法 ／村山 早紀 僕はロボットごしの君に恋をする ／山田 悠介
笑顔のママと僕と息子の９７３日間 ／清水 健 こぽこぽ、珈琲 ／阿川 佐和子　他

みつばの郵便屋さん[４] 幸せの公園 ／小野寺 史宜 キラキラ共和国 ／小川 糸
ミックス。 ／山本 幸久 西郷どん！[前編][後編] ／林 真理子
寝る前に読む一句、二句。 ／夏井 いつき　他 ふたご ／藤崎 彩織

生きていくあなたへ ／日野原 重明 アメリカを動かす「ホワイト・ワーキング・クラス」という人々
小学生でもわかる国を守るお仕事そもそも事典／佐藤 正久 ／ジョーン・C.ウィリアムズ
逆説の日本経済論 ／斎藤 史郎 世界のかわいい村と街 ／パイインターナショナル
マネして書くだけ確定申告 幸せとお金の経済学 ／ロバート・H.フランク
親鸞と日本主義 ／中島 岳志 コクヨのシンプル整理術 ／コクヨ株式会社
悪魔とのおしゃべり ／さとう みつろう

おとな女子のセルフ健康診断 ７０歳からの筋トレ&ストレッチ ／大渕 修一
一番よくわかるタイプ別下肢静脈瘤の防ぎ方・治し方 女性のための薬膳レシピ ／辰巳 洋

／池谷 敏郎 よくわかる最新配管設備の基本と仕組み ／土井 巖
死ぬまで歩くにはスクワットだけすればいい ／小林 弘幸 世界の美しい窓 ／五十嵐 太郎　他

スタンフォード式最高の睡眠 ／西野 精治 世界の美しい色の建築 ／大田 省一
寝てもとれない疲れをとる本 ／中根 一 SHOE DOG ／フィル・ナイト
絵で見てわかる定番おかずをおいしく減塩 ／松田 康子

世界一美味しい煮卵の作り方 ／はらぺこグリズリー フライパンリゾット ／若山 曜子
冷蔵庫で作りおきパン切りっぱなしでカンタン ／吉永 麻衣子 必ずおいしく作れる和のおかず  
かぎ針で編む和柄のざぶとん おうちフレンチ ／三國 清三
和食のおさらい事典 ／後藤 加寿子 余った毛糸で編む小物総集編全９０点
鉱物のお菓子 ／さとう かよこ 家庭のオーブンで作るスポンジ生地 ／ムラヨシ マサユキ
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一般＊文学

一般＊哲学・歴史・地理・社会

一般＊技術・工学・工業・医学

一般＊家政学

わろてんか 上      青木 邦子 著   

 明治時代後期、京都の老舗の長女で笑い上戸の藤岡てんは、厳格な父親に人前で笑うことを禁じられて育つ。 
あるとき、芸事好きで実は大阪船場のボンボン・北村藤吉と出会い、てんは笑いの大切さを知り、藤吉は人を 
笑わせる喜びを知る。二人は駆け落ち同然に結婚、やがて安価な寄席を買い取り、大阪中を笑顔にすべく 
二人三脚の奮闘を始める。 



エビ・カニの疑問５０ 「箇条書き手帳」でうまくいく ／Ｍａｒｉｅ
全国棚田ガイド 小説の言葉尻をとらえてみた ／飯間 浩明
似ている動物「見分け方」事典 ／木村 悦子 ゼロから分かる！５０００円からの骨董入門
恋する統計学　推測統計入門 ／金城 俊哉 シェアしたがる心理 ／天野 彬
地域ブランドのつくり方と働き方 町撮りアート写真ブック ／丹野 清志
農業を繫ぐ人たち ／湯川 真理子 誰も語らなかったジブリを語ろう ／押井 守

ゆらゆらパンダ ／いりやま さとし ピカピカヒーローせっけんくん ／うえたに夫婦
ころころパンダ ／いりやま さとし こなものがっこう ／塚本 やすし
なーんだなんだ ／カズコ Ｇ.スートン こねてのばして ／ヨシタケ シンスケ
パンダ銭湯 ／ｔｕｐｅｒａ ｔｕｐｅｒａ ゆきのあかちゃん ／宮田 ともみ
トーストン ／新井 洋行 パンダおやこたいそう ／いりやま さとし
ヴァンピリーナはバレリーナ ／レウィン・ファム くまのこライオンプース ／にしむら もも
サバとばあばときたかぜと ／山口 けい子 ビークル ／ダン・サンタット
ハッピーハンター ／ロジャー・デュボアザン ぽっぽこうくう ／もとやす けいじ
アントンせんせいあかちゃんです ／西村 敏雄 チューリップ ／荒井 真紀
ひげじまん ／こしだ ミカ よるだけパンダ ／くさか みなこ
クマと森のピアノ ／デイビッド・リッチフィールド ちいさなちいさなちいさなおひめさま ／北見 葉胡
チューリップ畑をつまさきで ／山本 容子 ちずでぐるり！世界いっしゅうえほん ／てづか あけみ
みーんなはははっ ／オームラ トモコ みつけてかぞえてどこどこジャングル ／ガレス・ルーカス
サンドイッチをたべたの、だあれ？

／ジュリア・サーコーン＝ローチ

魔女バジルと闇の魔女 ／茂市 久美子 たぬきのたまご ／内田 麟太郎
クリスマスがちかづくと ／斉藤 倫 世界を救うパンの缶詰 ／菅 聖子
ビーおばさんとおでかけ ／ダイアナ・ウィン・ジョーンズ じてんしゃにのれたよ
つくえの下のとおい国 ／石井 睦美 小学生のための便利な音楽辞典
次元を超えた探しもの ／クリストファー・エッジ どこがあぶないのかな？［７］ 水べ
あした飛ぶ ／束田 澄江 みつけて！アートたんてい
５分後に禁断のラスト ／ブルック・ディジョヴァンニ・エヴァンス

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
疾風ロンド 邦画
続・深夜食堂 邦画
ルーム 洋画
モアナと伝説の海 キッズ・ファミリー
ＮＥＷてつどうスペシャル５０＋じどうしゃスペシャル５０ キッズ・ファミリー
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くませんせいがねているうちに     すとう あさえ ぶん  たかくわ こうじ え 

くませんせいが春まで冬眠するので、長い冬休みに入る森の保育園。うさぎちゃんたちは、 
くませんせいと一緒にクリスマスを祝うために、ツリーやケーキの準備を自分たちでして、 
驚かせようとしますが…。 

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） 


