
手を伸ばせ、そしてコマンドを入力しろ  失敗という人生はない  ／曽野 綾子
みんな忘れた  炎の来歴 ／小手鞠 るい
火花散る 十三階の神
本性 もう「はい」としか言えない  ／松尾 スズキ
火影に咲く 無限の玄/風下の朱 ／古谷田 奈月
雨降る森の犬 風に恋う ／額賀 澪
しない。 黒の扉は秘密の印 ／　ケルスティン・ギア
天地に燦たり 下町ロケット[３] ／池井戸 潤
人生百年時代の「こころ」と「体」の整え方 任俠浴場 ／今野 敏
送り火  ショコラティエ
能面検事 しき
むすびつき 猫町くんと猫と黒猫

るるぶ大阪　'１９  御朱印めぐりと開運！寺社巡礼さんぽ  
るるぶ福岡　'１９ 禅とジブリ  ／鈴木 敏夫
猫神さま日和 ／八岩 まどか 脱北者たち  　／申 美花
原爆 ／石井 光太 徳島県の山 ／徳島県勤労者山岳連盟
神メンタル  ／星 渉 絶対に出る世界の幽霊屋敷 ／ロバート・グレンビル
多分そいつ、今ごろパフェとか食ってるよ。 ／Ｊａｍ 絶景の城めぐり　２０１８  

わが子に公務員をすすめたい親の本 ／寺本 康之 黙秘の壁 ／藤井 誠二
よくある子どもの病気・ケガまずの対応マニュアル  世界の美しい色の祭り ／渡部 隆宏

／新谷 まさこ 上手に「切り返す」技術 ／齋藤 孝
身近な人が障害をもったときの手続きのすべて  図解国会の楽しい見方 

死を生きた人びと  ／小堀 鷗一郎 感情の問題地図 ／関屋 裕希
３６５日の〈しょうがパワー〉１２０％活用術　　　　 も〜っとずぼらヨガ  ／崎田 ミナ
肝臓病  ／泉 並木 アペロ フランスのふだん着のおつまみ  ／若山 曜子
調理保存食べ方で栄養を捨てない食材のトリセツ    体にうれしい藤井恵のまいにち納豆 ／藤井 恵
ひとりごはんの愉しみと工夫  ／有元 葉子 パフェ 
その「１錠」が脳をダメにする    ／宇多川 久美子 筋肉のしくみ・はたらきゆるっと事典
姿勢がいい子はぐんぐん伸びる！ ／碓田 拓磨 よくわかる痛み・鎮痛の基本としくみ  ／伊藤 和憲
ゴーゴー！バーガー    ／岸田 夕子 「ウチの子、発達障害かも？」と思ったら最初に読む本
純喫茶とあまいもの      ／難波 里奈 ／広瀬 宏之

／高橋 弘希
／中山 七里

／畠中 恵

／藤野 恵美
／町屋 良平
／樒屋 京介
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一般＊文学

／藤田 祥平
／野見山 暁治
／あさの あつこ ／吉川 英梨

／伊岡 瞬
／木内 昇
／馳 星周
／群 ようこ

／川越 宗一
／五木 寛之

一般＊哲学・歴史・地理

一般＊社会

一般＊医学・家政学

若い夫婦と五歳の一人息子が、地震と洪水が重なった大災害に襲われる。その時、一方の世界では

お父さんが亡くなりお母さんが生き残った。もう一方の世界ではお母さんが亡くなりお父さんが生

き残った。息子のヒロ君はこの二つの世界を同時に生きていた。大災害で崩壊した家族を蘇らせる

ためにヒロ君は…。

パラレルワールド 小林 泰三 著



俺、つしま        ／おぷうのきょうだい ざっくり甲子園１００年１００ネタ ／オグマ ナオト
つくってあそぼう！    ／吉井 潤 ほか へんてこ！レッサーパンダ  ／石簾 マサ
クマのプーさん創作スケッチ        ／ジェイムズ・キャンベル 世界一平和な顔のハスキー文太 ／プピプピ文太 ほか
ウソばっかり！     ／竹内 久美子 東京ディズニーシーパーフェクトガイドブック　２０１９　
あの映画みた？ ／井上 荒野 ほか 秋草愛の色えんぴつイラストレッスン  ／秋草 愛
トラ学のすすめ         ／関 啓子 師匠歌丸 ／桂 歌助
誰も教えてくれない田舎暮らしの教科書        ／清泉 亮 生まれたときからせつない動物図鑑 ／ブルック・バーカー
ハリネズミの“日常”と“ホンネ”がわかる本         くらべてわかるオノマトペ  ／小野 正弘

実物大！世界のどうぶつ絵本 この計画はひみつです ／ジャネット・ウィンター
Ｓａｓｓｙのあかちゃんえほんもぐもぐ ／Ｌａ ＺＯＯ 出発 ／小泉 るみ子
おともだちたべちゃった ／ハイディ・マッキノン ちーちゃんのゆめ ／かたおか 朋子
どっせい！ねこまたずもう みえるとかみえないとか  ／ヨシタケ シンスケ
かわいいおかし ／かけひ さとこ かいていとっきゅうしんかいせん ／平田 景
ニャンコどこいった？ ／よこた だいすけ ごろりんたまねぎ ／いわさ ゆうこ
ふねのとしょかん ／いしい つとむ おやすみなさいトマトちゃん ／クリスティーナ・ペティ
しっぽがわらう ／すぎとう ゆか 未来のミライ ／細田 守

はじめての英語新辞典 ／小学教育研究会 脳の専門家が選んだ 　 　
ハーブ魔女とふしぎなかぎ ／あんびる やすこ 　　　　　「賢い子」を育てる１００のものがたり
ヨッちゃんのよわむし ユーチューバーになるには？
どうぶつ１０００ ／ニッキ―・ダイソン のりもの１０００
５分後に恋の結末 ／橘 つばさ 他 かいけつゾロリのドラゴンたいじ［２］ ／原 ゆたか
5分後に切ないラスト  こうえんのおばけずかん ／斉藤 洋
十年屋 ／廣嶋 玲子 フムフム、がってん！
子供のサッカーｉＱが高まる ／篠 幸彦 　　　　　いきものビックリ仰天クイズ ／篠原 かをり
ふたりはとっても本がすき！ ／如月 かずさ わけあって絶滅しました。 ／丸山 貴史
こども小説教室 ／田丸 雅智 しなやかな心が育つ日本のお話ベスト１００

　 　

一般＊その他

じどう＊えほん

／ソフィー・ヘン

／石黒 亜矢子

じどう＊よみもの・そのた

／那須 正幹

ＣＤ

タイトル名 歌手名 ジャンル
ステージ・セレクション・アルバム EARLY TIMES ～３８年目の昴～ 谷村 新司 邦楽
川嶋あい １５ｔｈ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ ＢＥＳＴ 川嶋 あい 邦楽
美しき魂の告白 ベスト・オブ・デヴィッド・ボウイ２ デヴィット・ボウイ 洋楽
ザ・ベスト・ソー・ファー…２０１８ツアー・エディション セリーヌ・ディオン 洋楽

こどものうた～べるがなる・ルパンレンジャーVSパトレンジャー 子ども

弩級の演歌 大傑作選 演歌
X TSUKEMEN クラシック

おおかみの毛皮をかぶって仲間を驚かせ、群れを追いだされたひつじのメイクは、偶然に

も本物のおおかみたちのおそろしいたくらみを聞いてしまいます。驚いたメイクは、仲間

を救うためにおおかみたちの前におどりでますが…。

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

いたずらひつじとおおかみのけがわ ふじお けんた 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）


