
酒と人生の一人作法 翼竜館の宝石商人 ／高野 史緒
信長の原理 辺境の路地へ ／上原 善広
黄泉坂案内人[４条目] 野の春
猫がいなけりゃ息もできない みつばの郵便屋さん[５] ／小野寺 史宜
サッカーボールの音が聞こえる こちら横浜市港湾局みなと振興課です   ／真保 裕一
斗星、北天にあり はつ恋 ／村山 由佳
この恋は世界でいちばん美しい雨  平成くん、さようなら ／古市 憲寿
大人の流儀[８] 働く女性に贈る２７通の手紙
つれづれ、北野坂探偵舎[６] ／河野 裕 熱帯 ／森見 登美彦
命の限り、笑って生きたい   草々不一
入れ子の水は月に轢かれ １０８ 
怪盗インビジブル   さよならの夜食カフェ  
猫も老人も、役立たずでけっこう  

神さまが願いを叶えたくなる「神結び」の方法 ／白鳥 詩子 冬こそ登りたい山詳細ルートガイド
気になる仏教語辞典 ／麻田 弘潤 るるぶ南紀白浜伊勢志摩 ’１９
大丈夫。人間だからいろいろあって   ／香山 リカ 旅の賢人たちがつくった海外旅行最強ナビ  
もしブラック・ジャックが仕事の悩みに答えたら  ／尾崎 健一 “妻の地雷”を踏まない本 ／鶴田 豊和
日本国紀 ／百田 尚樹 六龍が導く神社ガイド   ／羽賀 ヒカル
スティーブ・ジョブズ   ／ケヴィン・リンチ

新復興論 ／小松 理虔 日本の祭り解剖図鑑 ／久保田 裕道
「１０％消費税」が日本経済を破壊する ／藤井 聡 桐谷さんの株主優待生活 ／桐谷 広人
仕事と介護の両立に悩んだとき読む本 ／山川 仁 ノニーン！ ／スサンナ・ペッテルソン 他
トランプのアメリカに住む  ／吉見 俊哉 池上彰の「どうしてこうなった？」   ／池上 彰
マンガ『島耕作』に学ぶ人生に効く「切り返し」術 ／森山 晋平

１０億分の１を乗りこえた少年と科学者たち   ／マーク・ジョンソン 他 スグ効くおやすみ絵本 ／弥永 英晃
水の教科書 ／藤田 紘一郎 最強の体調管理 ／中根 一
じゃがいも・ブック   ／坂田 阿希子 旅する舌ごころ   ／白洲 信哉
予約の取れない家政婦マコのポリ袋でつくりおき ／ｍａｋｏ 長生きしたければ「口」を鍛えなさい！
もの選びで暮らしはぐんとラクになる   ／ｙｕｋｉｋｏ 斉藤謠子の手のひらのたからもの   ／斉藤 謠子
ラクしてやせる!ゆる糖質オフのダイエット鍋 ／柳澤 英子 ばぁばの１００年レシピ   ／鈴木 登紀子
ぜんぶわかる心臓・血管の事典  がん治療に殺された人、放置して生きのびた人 ／近藤 誠
ガンは食事で治す ／森下 敬一 はたらく女性のコンディショニング事典  

一般＊社会

一般＊医学・家政学

／オーガニックゆうき ／松尾 スズキ
／行成 薫 ／古内 一絵

／養老 孟司

一般＊哲学・歴史・地理

／平山 讓
／鳴神 響一
／宇山 佳佑
／伊集院 静 ／小手鞠 るい 他

／瀬戸内 寂聴 他 ／朝井 まかて
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一般＊文学

／太田 和彦
／垣根 涼介
／仁木 英之 ／宮本 輝
／村山 由佳

漁師として生き、現在は末期ガンを抱えるジイと、いじめが原因で不登校となったひ孫が交わした約

束とは-。『小説ＢＯＣ５』掲載を改題した「海神」ほか、美しい海辺を舞台に繰り広げられる３人

のジイの物語を収録する。

海とジイ 藤岡 陽子 著



町自慢、マンホール蓋７００枚。 ／池上 修 他 チーズの絵本 ／かのう かおり
くるみ割り人形 ／Ｅ.Ｔ.Ａ.ホフマン チーム・ブライアン新たな旅 ／ブライアン・オーサー
僕たちは、宇宙のことぜんぜんわからない  ／ジョージ・チャム 他 ひなエナガちゃん   ／小原 玲
平成犬バカ編集部 ／片野 ゆか 凍った脳みそ   ／後藤 正文
東西ベルリン動物園大戦争 ／ヤン・モーンハウプト ちはやふる[４０] ／末次 由紀
現代用語の基礎知識 いやしの七十ニャ候  ／大和猫
うちのトイプーがアイドルすぎる。   ／道雪 葵
天龍源一郎の世界一滑舌の悪い人生相談  ／天龍 源一郎

それしかないわけないでしょう  ふたをぱかっ  ／新井 洋行
ごりらかあさん ／のぶみ ぼく、仮面ライダーになる！　ジオウ編  ／のぶみ
平成仮面ライダー完全超百科 ねむりどり  
ぼくのたび ／みやこし あきこ イルカのイルカくん  ／ＡＣ部
ゆめのとびらをひらくとき ／岡田 千晶 でんせつのじゃんけんバトル  
ねずみくんのおくりもの  ／つちだ よしはる もももすももも
うみのごちそうしろくま  ／柴田 ケイコ おじいちゃんがペンギンやったとき  
まっかなおはなのトーマス   たんぽぽふうたろうと７ふしぎ  ／くりはら たかし
ひだまり ／岡田 千晶 しあわせになあれ  ／松成 真理子
あいさつできるよ ／リチャード・スキャリー パンダくんほしぞらでおよいだよ!  ／まつもと まや

うみのとしょかん ウミウシはじめてのこい  ／葦原 かも みけねえちゃんにいうてみな ／村上 しいこ
スポンジ・ボブことば事典  壁を乗り越える論語塾 ／安岡 定子
さよ  落語ねこ  ／赤羽じゅんこ
ここにも！そこにも！ダニ 風と行く者 ／上橋 菜穂子
へんてこりんな宇宙図鑑 オリンピックのおばけずかん  ／斉藤 洋
読書がたくましい脳をつくる  ナニュークたちの星座  ／雪舟 えま
こごろうくんと消えた時間  ／林原 玉枝 ふたご魔女の心理テスト  ／章月 綾乃
魔女が相棒？ねぐせのヤマネ姫  ／柏葉 幸子 親子でできる！頭がよくなる！こども呼吸法 ／齋藤 孝
ぼくとニケ  ／片川 優子 ほんやのねこ  ／ヒグチ ユウコ
図工室の日曜日 ／村上 しいこ 　

／イザベル・シムレール

／モラグ・フッド

決定盤　ひらけ！ポンキッキ　ベスト 子ども

／皆越 ようせい
／岩谷 圭介
／川島 隆太

天童よしみ ２０１９年 全曲集 天童よしみ 演歌
ＢＴＴＢ　－２０ｔｈ　Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ　Ｅｄｉｔｉｏｎ－ 坂本 龍一 演奏

マライア・キャリー　ジャパン・ベスト マライア・キャリー 洋楽
ザ・ベスト アレクサンドラ・スタン 洋楽

１５ｔｈ　Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ　Ａｌｌ　Ｓｉｎｇｌｅｓ　Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ 平原 綾香 邦楽
１７５Ｒ　ＢＥＳＴ「ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ　１９９８－２０１８」 １７５Ｒ 邦楽

じどう＊よみもの・そのた

／森川 成美

ＣＤ

タイトル名 歌手名 ジャンル

一般＊その他

じどう＊えほん

／ヨシタケ シンスケ

／新井 洋行
／アダム・レックス

ぽめちゃんは、ふかふかの体に長いまつ毛がチャームポイントのわんちゃん。

「ぐーすーぴー」と寝ていたら、寒そうなねずみくんがやってきて…。敬語を

使うふしぎなポメラニアン・ぽめちゃんの絵本。

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

ぽめちゃん 柴田 ケイコ 著

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）


