
友達未遂 最高の小説の世界が明治に存在したので２０万字
平安ガールフレンズ  くらいかけて紹介する本 ／山下 泰平
キュー  落花 ／澤田 瞳子
笑え、シャイロック  美しき愚かものたちのタブロー  ／原田 マハ
七つのからっぽな家 ノーサイド・ゲーム ／池井戸 潤
とむらい屋颯太 炎天夢 ／今野 敏
１１９ Ｋ２  ／笹本 稜平
１分音読「万葉集」 ／齋藤 孝 いくつになっても ／中野 翠
ウィーアーリトルゾンビーズ ／長久 允 ハッピーアワーは終わらない  ／東川 篤哉
１００年人生七転び八転び ／外山 滋比古 廓に噺せば  ／桂 歌蔵
庭とエスキース  ／奥山 淳志 トランスファー ／中江 有里
むらさきのスカートの女 ／今村 夏子 なまものを生きる  ／少年アヤ

昭和天皇最後の侍従日記 ／小林 忍 他 るるぶ広島宮島　’２０　　
無礼な人にＮＯと言う４４のレッスン   ／チョン ムンジョン みるみるつながる仏像図鑑  
時間術大全 ／ジェイク・ナップ 他 　　　　　　　　　　　

公務員のためのクレーム対応駆け込み寺 ／関根 健夫 伝説の謎  ／パトリシア　Ｓ．ダニエルズ
心が折れそうな夫のためのモラハラ妻解決ＢＯＯＫ  オタク中年女子のすすめ  ／河崎 環

／高草木 陽光 ５分間で読める・話せるこわ〜い話ＫＩＮＧ  ／山口 理

最後の料理人 ／徳岡 孝二 はじめてでもかんたん！おしゃれ！ＤＩＹ家具＆リフォーム  
うんトレ 家政婦マコのヒルナンデス！魔法のテクニック  ／ｍａｋｏ
プレ更年期１年生 そうめんの本 ／市瀬 悦子
部屋も頭もスッキリする！片づけ脳 ／加藤 俊徳 今日も娘のなすがまま！  ／いずみ えも
あなたが生まれてくるまでの話 ／カタリーナ・ヴェストレ 熟年期障害 ／平澤 精一
安楽死を遂げた日本人 ／宮下 洋一 脳神経内科医が書いた誰も知らなかっためまいの治し方
暮らしのもやもやを、整える  ／佐藤 裕道
「定年後」の“お金の不安”をなくす  ／大江 英樹 スゴレッチ ／萩原 健史

糖質オフの満足弁当で
　　　夫婦ともに３か月で１０キロヤセました ／ゆきりち。

／長岡 弘樹

一般＊哲学・歴史・地理

一般＊社会

一般＊医学・家政学

／酒井 順子
／上田 岳弘
／中山 七里

／サマンタ・シュウェブリン

／梶 よう子

「舞姫」の主人公をバンカラとアフリカ人がボコボコにする
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一般＊文学

／窪 美澄
／宮西 真冬

トリニティ  

駆け出し芸人・綾小路きみまろは、酔っ払い相手の漫談から、いつか売れる日を夢見るが…。70年代に

花開いたキャバレーを舞台に綴る、笑いと哀愁とノスタルジー溢れる長編小説。『オール讀物』掲載

を単行本化。

キャバレー ビートたけし 著



日本で会える珍動物大全 身近な生き物オス・メス「見分け方」事典 ／木村 悦子
ぼくとピース ／ニシコウジ シュウイチ 岳パラダイス  ／岳ママ
布  社会人として大切なことはみんなディズニーランドで教わった  
１回読んだら忘れない中学英語 ／久保 聖一 ／香取 貴信
ハンドメイドの宝石せっけんの教科書 ／木下 和美 走る奴なんて馬鹿だと思ってた  ／松久 淳
つくる・育てる・飾る！超ミニ盆栽 ／岩井 輝紀 言の葉連想辞典
文芸オタクの私が教えるバズる文章教室 ／三宅 香帆 先人の知恵を今に生かす四字熟語図鑑 
現代の職人 ／早坂 隆 もっと知りたい動物園と水族館 ／小宮 輝之
ゴリラの森、言葉の海 ／山極 寿一 他 ドラ猫進化論 ／沼田 朗
山小屋ガールの癒されない日々 ／吉玉 サキ

ようかいむらのびっくりゆうえんち ／たかい よしかず おおいなるだいずいちぞく ／はしもと えつよ
おんなじだね！こどもなかまずかん ／かしわら あきお おにゃけ ／柴田 ケイコ
こんにちは、ばいばい ／北村 裕花 だーれだ？ ／ヒド・ファン・ヘネヒテン
もう一度、ぼくをだきしめて ／田中 伸介 へんしんバス ／あきやま ただし
まっくろけまっしろけ ／マックス・アマート ころべばいいのに 　／ヨシタケ シンスケ
だっぴ！ ／北村 直子 みらいのえんそく ／ジョン・ヘア
そらまめくんこんにちは ／なかや みわ いつかはぼくも ／よしだ るみ
ほたるとばらの花 ／いもと ようこ 恐竜トリケラトプスとゴルゴサウルス ／黒川 みつひろ
しろちゃんとはりちゃん なつのいちにち ／たしろ ちさと ぴったんこ ／浦中 こういち
ゴリラさんだめです ／キューライス つるつるプール ／降矢 なな

アポロンと５つの神託【２】 ／リック・リオーダン ウォーリアーズ【４ー５】 ／エリン・ハンター
よろしくパンダ広告社 ／間部 香代 化石ハンター ／小林 快次
職員室の日曜日 ／村上 しいこ 火星のカレー ／斉藤 洋
マンガ＆物語で読む偉人伝 アイデアいっぱい！自由研究大ひゃっか
もっと日本が好きになる！なるほど都道府県３１２ Ｗｈｙ？サバイバルの科学 ／チョ ヨンソン
暴力って、なに？ ／オスカー・ブルニフィエ アラジン
おさわがせいきもの事典 ルビとしっぽの秘密 ／野中 柊
ぎりぎりいきもの事典 単位キャラクター図鑑 
１３歳からの「差がつく！言葉えらび」レッスン  ／覚来 ゆか里 お絵かき禁止の国

くるみ割り人形と秘密の王国 洋画 　
若おかみは小学生！ アニメ 　

ボヘミアン・ラプソディ 洋画 　

じどう＊よみもの・そのた

ＤＶＤ

タイトル名 ジャンル 　

／長谷川 まりる

終わった人

じどう＊えほん

　邦画

一般＊その他

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）

おばけのぺろぺろがうたうのは、歌にでてきたものが本物になる、へんてこな歌。

夜のまちやレストランに現れては、みんなを驚かすのですが、子どもたちが遊んで

いる公園にやってきたら、いつもと様子が違うみたいで…。

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

おばけのぺろぺろ 乾 栄里子 さく 西村 敏雄 え


