
波 見えない轍 ／鏑木 蓮
夢も見ずに眠った。 おやつが好き ／坂木 司
国宝上・下 アップルと月の光とテイラーの選択 ／中浜 ひびき
わたし、定時で帰ります。　［２］ 人外 ／松浦 寿輝
逃げ出せなかった君へ 傑作はまだ ／瀬尾 まいこ
とめどなく囁く おまえの罪を自白しろ ／真保 裕一
呪護 キボウのミライ ／福田 和代
隠居すごろく カモフラージュ ／松井 玲奈
夜のアポロン ／皆川 博子 心音 ／乾 ルカ
思わず考えちゃう 同潤会代官山アパートメント ／三上 延
シーソーモンスター 余物語 ／西尾 維新
帰還 あのコの夢を見たんです。 ／山里 亮太
マジカルグランマ

日本の「世界化」と世界の「中国化」 ／小倉 和夫 わたしの家系図物語 ／渡辺 宗貴
人を動かす「色」の科学 ／松本 英恵 仕事と人生がもっと輝くココ・シャネルの言葉 ／高野 てるみ
平成本 瀬戸の島旅小豆島・直島・
心理学でわかる女子の人間関係・感情辞典
７０歳のたしなみ ／坂東 真理子 あの天才がなぜ転落 ／玉手 義朗
大学的高知ガイド　こだわりの歩き方 開運！あやかり神社 ／佐々木 優太

／高知県立大学文化学部 令和日本史記 ／八幡 和郎

図解自分をアップデートする仕事のコツ大全 ／金沢 悦子 父が娘に語る美しく、深く、壮大で、
『アメリカ女子♥日本女子』のリアル ／みゃびー   とんでもなくわかりやすい経済の話。 ／ヤニス・バルファキス

池上彰が聞く韓国のホンネ ／池上 彰 アルバイトから学ぶ仕事入門 ／佐野 薫
ボーイズ  男の子はなぜ「男らしく」育つのか／レイチェル・ギーザ 生きづらさを抱えるきみへ ／ｗｉｔｈｎｅｗｓ編集部
新よくわかる労働基準法 ／労働調査会出版局

ゼロトレ ／石村 友見 おにぎり、おにぎらず、サンドイッチの本
不調女子のカラダよろこぶ栄養ＢＯＯＫ ／杉山 明美 おいしいおはなし ／本とごちそう研究室
箸休め ／真藤 舞衣子 和えサラダ ／藤井 恵
子どもの脳は食べ物で変わる ／生田 哲 歩き続ける力 ／三浦 雄一郎
幸せなひとり暮らし ／ｍｉｄｏ １分間だけ伸ばせばいい ／佐藤 義人
かわいい背守り刺繍 ／堀川 波 まいにち冷奴 ／小林 まさみ

一般＊哲学・歴史・地理

一般＊社会

一般＊医学・家政学

        豊島・女木島・男木島+７島めぐり

／伊坂 幸太郎
／堂場 瞬一
／柚木 麻子

／ヨシタケ シンスケ

／桐野 夏生
／今野 敏

／西条 奈加

／吉田 修一
／朱野 帰子
／安藤 祐介
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一般＊文学

／ソナーリ・デラニヤガ
／糸山 秋子

放課後のおやつだった高級イチゴが消えた! 原因は絡み合った女子の思惑…!? 

日常で起きた7つの事件の解決に、個性豊かな女子高生たちが挑む、連作ミステリ短篇集。

ジグソーパズル４８ 乾 くるみ 著



あやぺこの粘土で作るプチかわスイーツ ／あやぺこ 苔で楽しむテラリウム ／富沢 直人
内田篤人 ／了戒 美子 弱者でも勝てるモノの売り方 ／上杉 惠理子
語彙トレ ／斎藤 孝 美しい世界の文様を彫るソープカービング ／智美
水運史から世界の水へ ／徳仁親王 クラゲ水族館ＢＯＯＫ ／鈴木 朱紀子
徹底的に考えてリノベをしたら、 ｅスポーツ地方創生 ／筧 誠一郎
   みんなに伝えたくなった５０のこと ／ちきりん 超図解野菜の生育診断＆回復ワザ ／『やさい畑』菜園クラブ

観察スケッチ ／桧垣 万里子
仏像でめぐる日本のお寺名鑑 ／かみゆ歴史編集部 世界の美しい学校 ／パイインターナショナル編著
水墨画四季折々の花 新装版 ／大月 紅石 トコトンやさしい宇宙ロケットの本 ／的川 泰宣
シルバニアファミリーカズヨスタイル ／工藤 和代 「ユニクロは３枚重ねるとおしゃれ」の法則 ／伊藤 真知
読みたい絵本 ／ｍｏｍｏ編集部 ゆるふで ／ふでこ
図解まるわかりサーバーのしくみ ／西村 泰洋 エコクラフトの雑貨春夏秋冬 ／荒関 まゆみ
ビッグバイク乗りこなし自由自在

くまのヨーキィさんとちいさなむら ぞうのヘンリエッタさん
はりねずみくんのハグ おかえりなさいアレックス
ひみつのビクビク
おたすけトミーでばんだよ！ とんたんイスたん
ぺんぎんのぴむとぽむ ぱぱぱぱぱんつ
かめくんのさんぽ ／なかの ひろたか どうぶつパンやさん
ぼくの名はゴロー
どたんばたんおるすばん とんかちこぞうとねこざかな
おでかけおでかけ パンダのパンやさん
はたけのごちそうなーんだ?くだもの ／すずき　もも カルガモゆうらんせん ／もとやす　けいじ
ちきゅうがわれた！ ／田島　征三

鹿の王 水底の橋 おしりたんてい
みんなのおばけずかん
ダンボ おしりたんてい　カレーなるじけん
田畑政治 おれんち、動物病院
初恋まねき猫

 ’７０ｓ&’８０ｓサンリオのデザイン

ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 洋画
洋画
アニメ

プーと大人になった僕
映画クレヨンしんちゃん 　ガチンコ!逆襲のロボとーちゃん

ＤＶＤ

タイトル名 ジャンル
空飛ぶタイヤ 邦画

／小手鞠　るい

／斉藤 洋 ／トロル
／カリ・サザーランド ／トロル

／佐野　慎輔 ／山口　理

 かいとうとねらわれたはなよめ

／松田　奈那子 ／わたなべ　ゆういち
／ディヴィッド・ウォーカー ／岡本　よしろう

じどう＊よみもの・そのた

／上橋 菜穂子

／いしい ひろし ／新井　洋行
／ディック・ブルーナ ／うえだ　しげこ

／さとう　めぐみ
／石黒 しろう ／大島　英太郎きょうりゅうのおおきさってどれくらい？

／リズ・ウォン
／ゴトウ ノリユキ ／高林　麻里

／フランチェスカ・サンナ ちゅるちゅる ／内山　悠子

一般＊その他

じどう＊えほん

／おまた たかこ

／グラフィック社編集

ある夜、まくらから、くまが現れた。「まくらたったらくま」「まくらきらきらく

ま」などの回文で綴る、女の子とくまの夢のようなお話。愛の回文家と抒情的な水

彩画イラストレーターによる新感覚絵本。

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

まくらからくま 伊藤 彰剛 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。

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


