
海を抱いて月に眠る コイコワレ ／乾 ルカ
家康謀殺 いるいないみらい ／窪 美澄
緋の河 線は、僕を描く
百の夜は跳ねて 旅ドロップ ／江国 香織
川っぺりムコリッタ 希望の糸 ／東野 圭吾
カザアナ 人生の諸問題五十路越え ／小田嶋 隆
キャット・パーソン クジラアタマの王様 ／伊坂 幸太郎
夏物語 へぼ侍 ／坂上 泉
店長がバカすぎて ルパンの帰還 ／横関 大
下北沢インディーズ 猫をおくる
てんげんつう 夏の騎士
よこがお つみびと

るるぶ徳島鳴門祖谷渓 ２０１９ ざんねんな手相 ／卯野  たまご
Ｔｈｉｎｋ  ｃｌｅａｒｌｙ ／ロルフ・ドベリ 世界史×日本史
ココロクエスト式「引っ込み思案さん」の教科書 ／ねこひげ先生 仁徳天皇陵と巨大古墳の謎

実行力 ／橋下 徹 はじめての資産運用 ／新屋 真摘
ニッポンどうなん？ ／千原 せいじ 小学生の子が勉強にハマる方法 ／菊池 洋匡
老活・終活のウソ、ホント７０ ／川村 匡由 ふたりの怪物 ／大下 英治
よかれと思ってやったのに ／清田 隆之 さりげないけど喜ばれるはたらく女子の気づかいレッスン
必携!認知症の人にやさしいマンションガイド ／能町 光香
老いる前の整理はじめます！

おしゃべりながんの図鑑 ／小倉 加奈子 身も心もゆるめるおうち整体 ／片山 洋次郎
作り帯でらくらく！おとなの着物お楽しみ帖 ／和らく会 無印良品でつくる「性格」「クセ」「好み」に合った
純喫茶レシピ ／高山 かづえ 　　　マイフィット収納 ／梶ケ谷 陽子
野口真紀のわたしの好きなトマト料理 ／野口 真紀 調子いい！がずっとつづくカラダの使い方 ／仲野 孝明
老いる自分をゆるしてあげる。 ／上大岡 トメ アレルギーっ子のごはんとおやつ
月たった２万円のダイエットふたりごはん ／奥田 けい 食物アレルギーをこわがらない！はじめての離乳食
４０℃超えの日本列島でヒトは生きていけるのか ／永島 計 糖尿・がん・ボケ・寝たきり口を鍛えればすべて解決する
ここからはじめる発酵食 ／栗生 隆子 ／栗原 毅
お茶の時間 『朝仕込み』だから、帰ってすぐできる！おいしいレシピのひみつ ／堤 人美
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一般＊文学

／深沢 潮
／伊東 潤

／桜木 紫乃 ／砥上 裕将
／古市 憲寿
／荻上 直子

／森 絵都

／川上 未映子
／早見 和真

／クリステン・ルーペニアン

／岡崎 琢磨 ／野中 柊
／畠中 恵 ／百田 尚樹

／深田 晃司 ／山田 詠美

一般＊哲学・歴史・地理

一般＊社会

一般＊医学・家政学

わがままな母を甘やかす本家の祖父母、婿養子の父、精神を病んだ穏やかな叔母、因襲的な親戚…。

大阪南部のある一族に持ちあがった縁談を軸に、それらの人々の姿を河内弁で幼女の視点から描き出

す。

いかれころ 三国 美千子 著



１９６４東京五輪ユニフォームの謎 ／安城 寿子 アレクサｖｓシリ ／ジェイムズ・ブラホス
恐竜まみれ ／小林 快次 多肉植物パーフェクトブック
日本観光列車１００パーフェクトガイド ／谷崎 竜 はじめての切り紙 ／くまだ まり
はじめてのテント山行 女子アナの私、普段のワタシ ／古谷 有美
ビジネスで勝つネットゲリラ戦術 ／えらいてんちょう チコっと冒険 ２ ／ＣＨＩＣＯ
石川九楊のほんとうに書がわかる九つの法則 ／石川 九楊 まあまあふうふう。 ／八千草 薫
ちょっと自慢できるヒコーキの雑学１００ ／チャーリィ古庄 富士山噴火と南海トラフ ／鎌田 浩毅
幸せをつかむ数式 ／オスカー・Ｅ.フェルナンデス はじめてのスケートボード

きょうふのしりとり おかあさんありがとう ／みやにし たつや
ねこぼん ／はやし ますみ にんじんかりかりかじったら  ／柴田 ケイコ
このほんよんでくれ！ ／ミカエル・ドゥリュリュー クレムとカニさん  ／フィオナ・ランバーズ
ねこになりたい １０ぴきのおばけのたんじょうび  ／にしかわ おさむ
なにになるのマカロニさん  ／まるやま なお るすばんかいぎ ／浜田 桂子
うんこめいろ ／杉山 実 ちびねこのチュチュと、スプーンのあかちゃん  ／牧野 千穂
さかながはねて  ／森 あさ子 サンゴといっしょすいぞくかん  ／ともなが たろ
おかあさん！ ／塚本 やすし まどのそと  ／ハダ タカヒト
すきなひと  ／嶽 まいこ おろろんおろろん  ／石黒 亜矢子
みんなまってるよ！ ／青山 ゆういち おおきくなると？ ／アニェーゼ・バルッツィ
本の声を聞きました  ／ささき みお にっぽんいいものみてみて大会 ／きたがわ めぐみ

ぼくんちの海賊トレジャ  ／柏葉 幸子 わたしがいどんだ戦い１９４０年
１４歳からの政治入門 ／池上 彰 ／キンバリー・ブルベイカー・ブラッドリー
ざんねんないきもの事典　もっと  だれのあし？
生きかたルールブック  100年ハチミツのあべこべ魔法 ／あんびる やすこ
おしごと年鑑 走れ！メープル  ／菅 聖子
小学生のためのショートショート教室 ／高井 信 タヌキのきょうしつ  ／山下 明生
かいけつゾロリうちゅう大さくせん  ／原 ゆたか 安藤百福 ／田中 顕
ショートフィルムズ  ／ブックショート編 わけあって絶滅しました。　続 ／丸山 貴史
十年屋　３ ／廣嶋 玲子 ５分後に意外な結末ｅｘ  ／桃戸 ハル

一般＊その他

じどう＊えほん

／武田 美穂

／山口 哲司

じどう＊よみもの・そのた

ＣＤ

タイトル名 歌手名 ジャンル
Ｋｉｎｇ　＆　Ｐｒｉｎｃｅ Ｋｉｎｇ　＆　Ｐｒｉｎｃｅ 邦楽
834.194 サカナクション 邦楽
ハピネス・ビギンズ ジョナス・ブラザーズ 洋楽
デディケイティッド カーリー・レイ・ジェプセン 洋楽

平成仮面ライダー２０作品記念ベスト アニメ
悪魔のロマンス～Ｒｏｍａｎｃｅ　Ｄｅｌ　Ｄｉａｂｌｏ～ 高嶋ちさ子 演奏

「きたのどうぶつえん」のキリンのスカイは、この頃、あっちへうろうろ、こっちへうろう

ろ、落ちつきません。それもそのはず。スカイはもうじき、おとうさんになるのです…。お

とうさんの視点から描いた、いのちの誕生の物語。

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

キリンのあかちゃんがうまれた日 志茂田 景樹 ぶん 木島 誠悟 え

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）


