
ハロー・ワールド 歌舞伎町ゲノム
帰去来 猫のお告げは樹の下で ／青山 美智子
ピーク 大宮エリーのなんでコレ買ったぁ？！  
早朝始発の殺風景 居た場所 ／高山 羽根子
いい女、ふだんブッ散らかしており ふたたび嗤う淑女 ／中山 七里
怪物の木こり 神の島のこどもたち ／中脇 初枝
新宿の猫 森見登美彦 
十津川警部怒りと悲しみのしなの鉄道 夏井いつきの俳句ことはじめ
語り継ぐいのちの俳句 天皇組合 ／火野 葦平
府中三億円事件を計画・実行したのは私です。 ／白田 ＲＯＣＣＯ
ある男 天命
ひと いのちの人形 

きびだんごの法則 ／神木 優 本当にピンチの時に読む三大「幸福論」 ／齋藤 孝
「日本国紀」の副読本 ／百田 尚樹 他 図説英国執事 ／村上 リコ
小休止のすすめ  ／ヒロミ 他 るるぶ上高地乗鞍白骨奥飛騨温泉郷　’２０
国民とともに歩まれた平成の３０年   るるぶ九州　’２０
大江戸武士の作法 るるぶ大分別府　’２０
昭和戦争史講義 ／一ノ瀬 俊也 るるぶ京都　’２０
心に折り合いをつけてうまいことやる習慣 ／中村 恒子

アンダークラス ／橋本 健二 恐怖の男  ／ボブ・ウッドワード
日本進化論 ／落合 陽一 祖父母学 ／大森 弘
日本人の勝算 ／デービッド・アトキンソン 図解超早わかり１８歳成人と法律 ／南部 義典

イラストでわかる疲れないカラダの使い方図鑑  ／木野村 朱美 腸がきれいになる元気食 ／松生 恒夫
敏感すぎる人の「仕事の不安」がなくなる本 ／みさき じゅり 米国の医学博士が伝授する人生を変えるコーヒーの飲み方 
免疫学の基本   ／ボブ・アーノット
健康の正体 ／小林 弘幸 大人パリジェンヌＳｔｏｒｉｅｓ  ／米澤 よう子
子どもがダイエットに一生悩まなくなる食事法 ／牧野 直子 逆流性食道炎は自分で防ぐ！ 
あなたがひとりで生きていく時に知っておいてほしいこと／辰巳 渚 魔法使いたちの料理帳 ／オーレリア・ボーポミエ
チョコレートのお菓子  ／坂田 阿希子 ５０歳からのついでヨガ    ／深堀 真由美
山中伸弥人体を語る ／山中 伸弥 他 「空腹」こそ最強のクスリ ／青木 厚
家政婦ｍａｋｏのずぼら冷凍レシピ ／ｍａｋｏ かわいい手作りディズニーベビースタイ
その症状って、本当に認知症？ ／朝田 隆 朝１０分！中高生のラクチン弁当３２０ ／食のスタジオ

一般＊社会

一般＊医学・家政学

／平野 啓一郎 ／岩井 三四二
／小野寺 史宜 ／横関 大

一般＊哲学・歴史・地理

／倉井 眉介
／ドリアン助川

／西村 京太郎 ／夏井 いつき

／誉田 哲也
／大沢 在昌

／大宮 エリー／堂場 瞬一
／青崎 有吾
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一般＊文学

／藤井 太洋

／阿川 佐和子

／高野 ムツオ
／星野 正樹

江戸は深川で損料屋を営む出雲屋では、主人の清次と妻のお紅、跡取りの十夜とともに、そんなつ

くもがみたちが仲良く賑やかに暮らしていた。ひょんなことから、大江戸屏風に迷い込み、二百年

前にタイムスリップしたり、旗本屋敷の幽霊退治にかり出されたり。退屈しらずのつくもがみたち

が、今日も大奮闘！

つくもがみ笑います 畠中 恵 著



ＮＥＶＥＲ ＬＯＳＴ ＡＧＡＩＮ ／ビル・キルデイ 火山大国日本この国は生き残れるか   ／巽 好幸
メモの魔力 ／前田 裕二 ＦＡＣＴＦＵＬＮＥＳＳ   ／ハンス・ロスリング 他
ワンランク上の日本語を習得したい社会人へ   ／玄冬書林 東大の先生！文系の私に超わかりやすく数学を教えてください！
英単語の語源図鑑 ／清水 建二 他 ／西成 活裕
一切なりゆき ／樹木 希林 図解身近にあふれる「微生物」が３時間でわかる本
わたしたちの「犬暮らし」 ／左巻 健男
猫川柳   ずるいいきもの図鑑
銀座最年少ママの売れ続ける力   ／桐島 とうか 脳セラピー折り紙 ／小林 利子
廃坑の街 ／ぽち 樹木希林１２０の遺言 ／樹木 希林
一発屋芸人の不本意な日常 ／山田ルイ５３世 小学生はできるのに！大人は解けないクイズ

「いたいっ！」がうんだ大発明 ゆきのよるに
おしえておしえてねむりかた いちばんどりいちぬけた
介助犬レスキューとジェシカ みんなみんなおやすみなさい
ねこのつけしっぽ たっぷりさがして！みつけて！
どうぶつＡＢＣえほん 　　１００ページディズニープリンセス
さくらもちのさくらこさん どんぶりん
モグラのねがいごと ハッピー・ハグ
ちょっとだけちょっとだけ えらんで！
でんしゃからバイバーイ  

ハニーのためにできること 幻獣(モンスター)最強王図鑑
きみを変える５０の名言 にゅうさん菌
絵で見てわかる単位とはかりかた シュガー・ラッシュ:オンライン
おばけのアッチ スパゲッティ・ノックダウン！ ／角野 栄子 ことばハンター ／飯間 浩明
夢のスポーツ大図鑑　3巻 さらわれたオレオマーガリン王子 ／マーク・トウェイン 他
オールカラーマンガで キモい!生きもの  
         楽しくわかる日本国憲法 レオたいせつなゆうき ／村上 しいこ

ｎｏｓｔａｌｇｉｃ～みんな好きだった５０のアニメソング～ アニメ
ジャズ！はじめの一歩 中川ひろたか＋ＭＧＱ 子ども

ｃｏｎｎｅｃｔ 清塚 信也 ピアノ
決定盤　正調　日本民謡　ベスト 純邦楽

愛　ａｍ　ＢＥＳＴ，　ｔｏｏ 大塚 愛 邦楽
ピーク・タイム：ベスト・フォーティー・メガミックス・ミックスド・バイ・ディージェイ・ソノ 洋楽

ＣＤ

タイトル名 歌手名 ジャンル
ＴＨＡＮＸ！！！！！！！　Ｎｅｏ　Ｂｅｓｔ　ｏｆ　ＤＡ　ＰＵＭＰ ＤＡ　ＰＵＭＰ 邦楽

／佐久間 博文
／ロージー・ホア

／まえはら あきこ ／のぶみ
／きたむら じん

じどう＊よみもの・そのた

／楠 章子

／降矢 なな
／岡田 よしたか ／新井 洋行

／ブリッタ・テッケントラップ ／ポリー・ダンバー

／いもと ようこ
／クリストファー・ウェイアント ／日隈 みさき

／スコット・マグーン ／ベッキー・キャメロン
／吉田 愛

一般＊その他

じどう＊えほん

／クリス・スー

ＪＵＮＨＯ　ＴＨＥ　ＢＥＳＴ Ｋ－ＰＯＰＪＵＮＨＯ　ＦＲＯＭ　２ＰＭ

ニワトリのコッコが、自分が産んだ卵と、かけっこ競走をすることに。ころこ

ろ転がる卵のあとを、コッコは羽をばたばたさせて追いかけますが…。

「ニワトリが先か卵が先か」という永遠のテーマをモチーフにした、ユニーク

絵本。

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

かけコッコー みやけ あっこ 作 ナカライ カオル 絵

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）


