
ドレス ／藤野 可織 本物の読書家 ／乗代 雄介
竹林精舎 ／玄侑 宗久 人の昏れ方 ／中原 清一郎
蒼き山嶺 ／馳 星周 海馬の尻尾 ／荻原 浩
風神の手 ／道尾 秀介 七色結び ／神田 茜
嘘 Ｌｏｖｅ Ｌｉｅｓ ／村山 由佳 オーパーツ死を招く至宝 ／蒼井 碧
ハリケーン ／高嶋 哲夫 百年泥 ／石井 遊佳
婚約迷走中 ／群 ようこ ヲトメノイノリ ／石田 千
牛天神 ／山本 一力 春待ち雑貨店ぷらんたん ／岡崎 琢磨

幕末ダウンタウン ／吉森 大祐 棲月 ／今野 敏
新宿ナイチンゲール ／小原 周子 僕と彼女の左手 ／辻堂 ゆめ
護られなかった者たちへ ／中山 七里 ぼくの名前はズッキーニ ／ジル・パリス
玄鳥さりて ／葉室 麟 玄関の覗き穴から差してくる光のように生まれたはずだ
幕末暗殺！ ／谷津 矢車 ほか ／木下 龍也・岡野 大嗣

はじめてのビットコイン＆仮想通貨投資完全ガイド 「めんどくさい」がなくなる１００の科学的な方法 ／菅原 道仁
住宅ローン＆マイホームの税金がスラスラわかる本２０１８ 奨学金借りるとき返すときに読む本／埼玉奨学金問題ネットワーク
病気やケガで働けなくなったときに知っておきたい「制度」と「お金」 「子なし」のリアル ／奥平 紗実

／脇 美由紀 わかりやすい予防接種 ／渡辺 博
どんな人でも頭が良くなる世界に一つだけの勉強法 お悩み別オトナ女子のための漢方手帖 ／蔭山 充

／坪田 信貴 市販薬は成分表示だけ見ればいい ／岩井 浩
ある日突然、普通のママが子どものネットトラブルに青ざめる スマホゲーム依存症 ／樋口 進

／長谷川 陽子 不確かな医学 ／シッダールタ・ムカジー
ＰＴＡのあいさつ・司会進行・文書の事典 ／ＰＴＡマナー研究会 老後と介護を劇的に変える食事術 ／川口 美喜子
口下手・弱気・内向型のあなたのための弱みが かしこい子が育つ正しい歯のみがき方

　　　　強みに変わる逆転の心理学 ／神岡 真司 目に見えない世界を歩く ／広瀬 浩二郎

ＪＵＮＡさんの最強で最愛の家ハンバーグ ／神田 智美 アンジャッシュ渡部の大人のための「いい店」選び方の極意
ゆる糖質オフのダイエットスープ ／柳澤 英子 ／渡部 建
主人が痩せた！ノンオイルサラダと、野菜のかさ増しで おしゃれ偏差値を引き上げる最速のルール ／Ａｙａ

／牧田 敬子 毎朝３分で服を選べる人になる ／大草 直子
こねない！糖質オフパン ／飯田 順子 針と糸なしで「ボンド」で貼って作るバッグとこもの ／朝倉 史
初めて作るかわいい練りきり和菓子 ／川嶋 紀子 教育費＆子育て費 賢い家族のお金の新ルール ／前野 彩
至福のキャラメルスイーツ ／若山 曜子 世界一幸せな子どもに親がしていること／リナ・マエ・アコスタ ほか

台湾の朝ごはんが恋しくて 家庭の医学

サクッと！頭がよくなる東大クイズ ／東京大学クイズ研究会 愛する人を失ったときあなたに起こること ／松家 かおり
なぜ世界は存在しないのか ／マルクス・ガブリエル 女に生まれてよかった。と心から思える本 ／水島 広子
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一般＊文学

一般＊社会・医学

一般＊家政学

一般＊その他

天翔ける　　　葉室 麟  　著
時は幕末。幕末の四賢侯の一人、越前福井藩主・松平春嶽は、老中・阿部正弘や薩摩の島津斉彬ら外様雄藩と連携
し、新しい幕府のあり方を模索してゆく。旧幕府にあって政権を担当し、新政府にあっても中枢の要職に就いた唯一
の男、　松平春嶽。日本を守るため、激動の時代を駆け抜けた春嶽の生涯を描いた歴史長編！『小説野性時代』連
載を単行本化。



天皇陛下と美智子さま 生き物はどのように土にかえるのか ／大園 享司
無農薬「自然菜園」で育てる人気野菜 ／新田 穂高 わくわくほっこり二十四節気を楽しむ図鑑 ／君野 倫子
貯蓄８００万円「安心老後」 ／州浜 拓志 デザインの基礎が身につくフラワーアレンジ上達レッスン６０
みんなの機内食 ／機内食ドットコム オリンピック・デザイン・マーケティング ／加島 卓
基本の和紙ちぎり絵 ／田中 悠子 アリと猪木のものがたり ／村松 友視
文字に美はありや。 ／伊集院 静 等身の棋士 ／北野 新太
海老蔵を見る、歌舞伎を見る ／中川 右介 相撲めし ／琴剣 淳弥
オヒョイ 父、藤村俊二 ／藤村 亜実 筋トレのための人体解剖図

子ネコのスワン ／ホリー・ホビー おめでとうのさくらまんじゅう ／野須 あき
わたしのおひっこし ／ローレン・カスティーヨ おさかなちゃんのじょうずじょうず ／ヒド・ファン・へネヒテン
うちのウッチョパス ／のぶみ はりねずみのルーチカ りんごとれるかな？ ／北見 葉胡
あかいろうそく ／いもと ようこ 北極サーカス ／庄野 ナホコ
おなじそらのしたで ／ブリッタ・テッケントラップ ママが１０にん！？ ／はまの ゆか
大造じいさんとがん ／あべ 弘士 ポケットいっぱい ／カトウ シンジ
じてんしゃのれるかな ／平田 利之 あっぱれ！ぱくっ ／せき ゆうこ
マフィー＆ジオ空とぶレシピ ／伊藤 正道 かたあしの母すずめ ／大島 妙子
動物たちは、冒険家！ ／フリオ・アントニオ・ブラスコ ともだちのやくそく ／ひろかわ さえこ
ブルドッグたんていときえたほし ／谷口 智則 おふろでにほんちず ／宮知 和代
うみべのこねこ ／西川 おさむ なんかおばけ ／山口 けい子

シロクマが家にやってきた！ ／マリア・ファラー おばけのアッチとくものパンやさん ／角野 栄子
ピアノをきかせて ／小俣 麦穂 たんじょう会はきょうりゅうをよんで ／如月 かずさ
ゆけ、シンフロ部！ ／堀口 泰生 さよなら、おばけ団地 ／藤重 ヒカル
大根はエライ ／久住 昌之 どうくつをこねる糸川くん ／春間 美幸
図書館の怪談 ／斉藤 洋 パディントンのどろぼう退治 ／マイケル・ボンド
レモンの図書室 ／ジョー・コットリル すてきな３Ｋ ／いとう みく
きくち駄菓子屋 ／かさい まり 世界の料理 ／竹永 絵里
ハッピーになれる心理ゲーム ／森 冬生 わすれないよ！ヘッチャラくん ／さえぐさ ひろこ
しりとりボクシング ／新井 けいこ みんなで！ひとりで！たのしいトランプあそび
こども武士道 オールカラーマンガで楽しむ！日本の歴史大事典
食物アレルギーキャラクター図鑑 　　　　　　　　　人物＆エピソード
妖怪最強王図鑑

タイトル名 歌手名 ジャンル
ＢＥＳＴ ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮ ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ ｆｒｏｍ ＥＸＩＬＥ ＴＲＩＢＥ 邦楽
かぐや姫シングル・コレクション かぐや姫 邦楽
ＡＬＬ ＳＩＮＧＬＥＳ ＢＥＳＴ スガシカオ 邦楽
グレイテスト・ヒッツ：ゴッズ・フェイバリット・バンド グリーン・デイ 洋楽
シングルス ヒューイ・ルイス＆ザ・ニュース 洋楽
卒業コレクション ピアノでつづる旅立ちの歌～未来へのエール ピアノ
ザ・ベスト ようちえん・ほいくえんでうたううた 子ども

じどう＊えほん

じどう＊よみもの・そのた

ＣＤ
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ねこでんしゃ　　　山口 マオ　　作

ねこの、ねこによる、ねこのための「ねこでんしゃ」が、

まもなくきままに出発しま〜す! 「マオ猫」でおなじみ、

山口マオが描く、ほんわかゆる〜いねこたちのでんしゃたび。

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）


