
パートタイム・デスライフ  めぐり逢いサンドイッチ  ／谷 瑞恵
仏陀の小石 悪の五輪 ／月村 了衛
あずかりやさん　［２］ 夢見る帝国図書館 ／中島 京子
あずかりやさん　［３］ スーパー北斗殺人事件 ／西村 京太郎
千年ジュリエット  鬼を待つ ／あさの あつこ
惑星カロン 刑事の慟哭 ／下村 敦史
ひとり吹奏楽部 暁天の星 ／葉室 麟
偽りの春 旅は道づれきりきり舞い ／諸田 玲子
凪待ち あなたの右手は蜂蜜の香り ／片岡 翔
蒼色の大地 愛情漂流 ／辻 仁成
ポルシェ太郎 みらいめがね  ／荻上 チキ 他
平場の月 ／朝倉 かすみ 女の偏差値 ／林 真理子
百花 ／川村 元気

皇后雅子 ／石井 勤 エニアグラム ／ドン・リチャード・リソ 他
ハリエット・タブマン  ／上杉 忍 大嘗祭の起こりと神社信仰 ／森田 勇造
考える脚 ／荻田 泰永 全国御朱印大事典 ／日本の神社仏閣研究会
使える哲学

アマゾンの倉庫で絶望し、ウーバーの車で発狂した  夏のあそびコレクション★ ／小倉 和人 他
／ジェームズ・ブラッドワース 広がる食卓 ／世古 一穂 他

やさしすぎるあなたがくたびれないための介護ハンドブック  シニアのための防災手帖
／東田 勉 なぜ最近の若者は突然辞めるのか  ／平賀 充記

木村塾の奇跡　　　　　　　　　　　　　　　 ／木村 吉宏 椅子に座ってできるシニアの１，２分間筋トレ体操５５  
賢い子を育てる夫婦の会話 ／天野 ひかり ／斎藤 道雄

最新健康診断と検査がすべてわかる本 ／矢冨 裕 他 なぜ歯科の治療は１回では終わらないのか？
Ｄｒ.白澤のゆる無添加のすすめ ／白澤 卓二 　　　　　　　　　　　　　　　聞くに聞けない歯医者のギモン４０ 
スマホひとつで暮らしたい  ／飯島 彩香 　　　　　　　　　　　　　　　 ／若林 健史
グレイヘアと生きる  ／近藤 サト はじめてママへやさしく作れる赤ちゃん小もの  ／朝日新聞出版編
エコアンダリヤの帽子 ひんやりさっぱりゼリー寄せ ／大越 郷子
美しい人は食べる！ ／中野 明海 とにかく盛り上がる夜ごはん  ／小田 真規子
おうちで作るＰＡＬＥＴＡＳフローズン・フルーツバー  パウンドケーキの本 ／田中 博子

／ＰＡＬＥＴＡＳ あなたの知らないレトルトカレーのアレンジレシピ  
私は虐待していない  ／柳原 三佳 ／一条 もんこ

／大山 淳子
／初野 晴
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一般＊文学

／中原 昌也
／又吉 栄喜
／大山 淳子

／初野 晴
／初野 晴
／降田 天

／加藤 正人

一般＊哲学・歴史・地理

一般＊社会

／薬丸 岳
／羽田 圭介

一般＊医学・家政学

「これは家出ではないので心配しないでね」 14歳と17歳。少女は2人きりで“アメリカを見る”旅に出

た…。美しい風景と愛すべき人々、そして「あの日の自分」に出会える長編小説。

彼女たちの場合は 江國 香織 著
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野菜とハーブの水耕栽培 草取りにワザあり！ ／西尾 剛
日本のこびと大全 ／なばた としたか そのツイート炎上します！ ／唐澤 貴洋
東大卒の教師が教えるこどもの科学の疑問に答える本 大きな字でわかりやすいスマートフォン超入門／リンクアップ

／三澤 信也 知識ゼロでもハマる面白くて奇妙な古生物たち  ／土屋 健
そしていま、一人になった  ／吉行 和子 カン太とはる  ／山本 晴子
市原悦子ことばの宝物 ／市原 悦子 図解いちばんわかりやすいワインの基本 ／Ｔａｍｙ
大坂なおみ  ／児玉 光雄 俺、つしま　２ ／おぷうのきょうだい
超ロボット化社会 ／新山 龍馬 廃墟と犬 ／アリス・ファン・ケンペン 他
牙 ／三浦 英之 友情　２ ／山中 伸弥
知れば知るほど行司・呼出し・床山 ／「相撲」編集部編 藤井聡太の鬼手 
カリスマ失墜 科学する心 ／池澤 夏樹

どうぶつたちのナンセンス絵本 ９９９ひきのきょうだいのほしをさがしに  ／村上 康成
ひょうたんれっしゃ ／齋藤 槇 おおかみさんいまなんじ？ ／山村 浩二
こ〜ちょこちょ ／わたなべ さとこ はるとあき ／吉田 尚令
チャレンジミッケ！【１０】 すきっていわなきゃだめ？ ／今日 マチ子
とりあえずごめんなさい ／五味 太郎 かさとながぐつ ／市居 みか
かわうそモグ  ／長谷川 義史 おふろおふろ ／高橋 徹
ゴートンさんのじゃがいも  ／柿田 ゆかり なかよしちびゴジラ ／さかざき ちはる
転校生はかがくぶっしつかびんしょう  ／吉野 あすも なまけものパーティー ／齋藤 槇

２０３０年のハローワーク  ／図子 慧 ソラタとヒナタ ／かんの ゆうこ
日本の古生物大研究 ／冨田 幸光 あみちゃんの魔法のことば  ／ふじもと みさと
きほんの木 リアル妖怪大図鑑 ／森野 達弥
プラレール超図鑑デラックス からだの細菌キャラクター図鑑 ／岡田 晴恵
元ＪＡＸＡ研究員も驚いた！ヤバい「宇宙図鑑」 ／谷岡 憲隆 １分で読める怖い話  ／池田書店編集部
中西進の万葉みらい塾  ／中西 進 ドッグトレーナーになりたいきみへ ／鈴木 博房

一般＊その他

じどう＊えほん

／マリー・ホール・エッツ

／ウォルター・ウィック

じどう＊よみもの・そのた

／姉崎 一馬

ＣＤ

タイトル名 歌手名 ジャンル
瞬間的シックスセンス あいみょん 邦楽
９９９９ ＴＨＥ ＹＥＬＬＯＷ ＭＯＮＫＥＹ 邦楽
ＨＯＮＫ ザ・ローリング・ストーンズ 洋楽
ハーツ・トゥ・ビー・ヒューマン Ｐ！ＮＫ 洋楽

九九のうた 知育のうた　ベスト 子ども

ＰＩＡＮＯ ＳＷＩＴＣＨ　～ＢＥＳＴ ＳＥＬＥＣＴＩＯＮ～ 西村 由紀江 ピアノ
オルゴールで聴く平成ベスト ヒーリング

くぬぎの森に花が咲くころ、森の奥で小さな学校が始まります。

校長先生は、森でいちばん大きなくぬぎの木。クラスメイトのりすのこ5匹は、

もぐら先生やことりの先生たちに迎えられました。みんな、仲良くできるかな?

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

くぬぎのもりのりすのがっこう ふくざわ ゆみこ 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。

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


