
ゴールデン街コーリング  ハムレット殺人事件  
くらやみガールズトーク いきぢごく  
てらこや青義堂 尼子姫十勇士 ／諸田 玲子
お茶壺道中 東京クライシス  ／安生 正
梟の一族 永久のゼッケン  ／倉阪 鬼一郎
陰陽師　女蛇ノ巻  カゲロボ  ／木皿 泉
歳三の剣  夢の迷い路 ／西沢 保彦
まんぷく　下   崩壊の森  ／本城 雅人
月とコーヒー すごい言い訳！  ／中川 越
迷路の外には何がある？ ／スペンサー・ジョンソン なつぞら　上 ／大森 寿美男
死にがいを求めて生きているの   もういちどベートーヴェン  ／中山 七里
傲慢と善良 人生は美しいことだけ憶えていればいい  ／佐藤 愛子

ちょうどいいブスのススメ ／　山崎 ケイ 元号と日本人 ／宮滝 交二監修
迷路の外には何がある？ ／スペンサー・ジョンソン やっぱり、ちょうどいいブスのススメ  ／山崎 ケイ
るるぶ香川高松琴平小豆島直島　’２０ 僕は庭師になった  ／村雨 辰剛
日本の神さま開運ＢＯＯＫ ／小坂 達也 こころの真実 ／河野 景子
ブラタモリ１５～１８ るるぶ東北　’２０

それでいい！今どきの仏事１０８問答 ／松島 竜戒

<ヤンチャな子ら>のエスノグラフィー ／知念 渉 ２時間でわかる政治経済のルール ／倉山 満
ブラック・クランズマン ／ロン・ストールワース ２０２０年「習近平」の終焉 ／日高 義樹
なぜ必敗の戦争を始めたのか ／半藤 一利編・解説 退職・転職成功マニュアル  ／島田 弘樹

野菜のとり方早わかり ／川端 輝江 １日１分見るだけで目がよくなる２８のすごい写真
塩分早わかり  ／牧野 直子 ／林田 康隆
世界一さら〜っとわかる栄養学 ／松田 早苗 食べながらやせるすごい方法   ／三城 円
話題のやせ食材で糖質オフ３５０品   はじめてママの「からだとこころの悩み」お助けＢＯＯＫ
何も作りたくない日はご飯と汁だけあればいい   ／竹内 正人監修

／ワタナベ マキ その調理、まだまだ９割の栄養捨ててます！
四季ｄａｎｃｙｕ春の食卓。 ／東京慈恵会医科大学附属病院栄養部監修  

吃音  ／近藤 雄生 中原淳一きもの読本　新版 ／中原 淳一
寝たきり老後がイヤなら毎日とにかく歩きなさい！ １日３分で貧乏神を追い出す「すごい捨て方」  

／安保 雅博 ／伊藤 勇司
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一般＊文学

／馳 星周 
／朱野 帰子

／芦原 すなお
／宇佐美 まこと

／今村 翔吾
／　梶 よう子
／福田 和代

／吉田 篤弘

／朝井 リョウ
／辻村 深月

／夢枕 獏
／小松 エメル
／福田 靖作

一般＊哲学・歴史・地理

一般＊社会

一般＊医学・家政学

朝寝坊、チーズ蒸しパン、そして本。好きなものがたくさんあるから、毎日はきっと楽しい-。図書館

勤務の２０代女子、麦本三歩のなにげない日常を描く。

麦本三歩の好きなもの 住野 よる 著



このことわざ、科学的に立証されているんです ／堀田 秀吾 読むよむ書く ／重松 清
なぜか生きのこったへんな動物 ／今泉 忠明 ソロ活女子のススメ  ／朝井 麻由美
海外名作映画と巡る世界の絶景  がくこ  ／がくこ

／インプレス編集部編 気くばりメールはじめました！ ／西出 ひろ子
無敗の王者  ／マイク・スタントン ころんとまんまるディズニーちょこっとメモ折り紙あそび  
科学と非科学 ／中屋敷 均 ／いしばし なおこ
やまがらちょこちょこ  ／山田 芳文 労働２．０ ／中田 敦彦
バズにゃん ／ねこナビ
クルマ大好きだよね！

もくもくをつかまえた フウちゃんクウちゃんロウちゃんの
パンどうぶつえん 　　　　　　　　　　　ふくろうがっこう   
ポケモンをさがせ！サン＆ムーン
おんぶおんぶのももんちゃん フランクリンとルナ、月へいく
かみそりぎつね ゆうごはんなにたべたい？ 
パンダかぞえたいそう ／いりやま さとし うるしー
どこどここけし クリカテクラク
そらまめくんとおまめのなかま ねえねえパンダちゃん
この世界の片隅に 

おしえてフクロウのひみつ 水木しげるの妖怪えほん
１３歳からの英語で 数え方図鑑 
　　　　　　自分の意見を伝える本 5分後に恋の結末
ねこの小児科医ローベルト 国籍の?がわかる本
部長会議はじまります 中学生からの勉強のやり方
長浜高校水族館部! 人間の役に立っている
暗闇の妖怪デザイナー 　　　　　　ありがた〜い生き物たち

ＧＲＡＭＭＹ ノミニーズ 2019
JAZZを聴きたくて～ブルーノートからのラヴレター

じどう＊えほん

／クリス・ディ・ジャコモ
／Ｃｏｐｐｅ

一般＊その他

／吉野 恵美子
／いとう ひろし

／とよた かずひこ ／ケイティ・ハーネット
／いもと ようこ ／かけひ さとこ

／真珠 まりこもったいないばあさんかわをゆく

／ロロン
／さいとう しょう

／西村 敏雄／なかや みわ
／花山 かずみ

／こうの 史代

じどう＊よみもの・そのた

／柴田 佳秀 ／水木 しげる
／やまぐち かおり

／小野田 博一 ／橘 つばさ
／木地 雅映子 ／木下 理仁
／吉野 万理子 ／清水 章弘
／令丈 ヒロ子

／斉藤 洋 ／石田 秀輝

ＣＤ

タイトル名 歌手名 ジャンル
Ｎｉｓｓｙ Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ ５ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ ＢＥＳＴ Ｎｉｓｓｙ（西島隆弘） 邦楽
ＣＡＭ ＯＮ！ ～５ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ Ｂｅｓｔ～ 大原櫻子 邦楽

福田こうへい　シングルコレクション 福田こうへい 演歌

洋楽
ジャズ

Ｅｎｃｏｕｎｔｅｒ 押尾コータロー ヒーリング
あいをぎゅぎゅーっと！おやこのすきな歌あつめました。 子ども

ゆき先生が大好きな、はるくん。でもなかなか「ぎゅーってして!」と言えません。

すると先生がサンドイッチのパンになり、具に変身した子どもたちを抱きしめて…。

楽しいごっこ遊びで抱きしめられる幸福感を描いた絵本。

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

サンドイッチぎゅーっ ひがし ちから作

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。

（https://library.city.yoshinogawa.lg.jp/opac/wopc/pc/pages/TopPage.jsp）


