
色彩 タスキメシ－箱根－ ／額賀 澪
彼女は頭が悪いから 星と龍 ／葉室 麟
文豪たちの悪口本 世界一楽しい！万葉集キャラ図鑑 ／岡本 梨奈
風神雷神　上  巡礼の家 ／天童 荒太
風神雷神　下 ウナノハテノガタ ／大森 兄弟
みちづれの猫 グランドシャトー ／高殿 円
倒れるときは前のめり　ふたたび 人面瘡探偵 ／中山 七里
目覚めの森の美女 歩道橋シネマ ／恩田 陸
セバット・ソング 四角い光の連なりが ／越谷 オサム
四肢奮迅 犯人は、あなたです ／新堂 冬樹
珈琲店タレーランの事件簿　６ 卒業タイムリミット ／辻堂 ゆめ
グッドバイ ／朝井 まかて 坂の上の赤い屋根 ／真梨 幸子
本意に非ず ／上田 秀人 十三階の血 ／吉川 英梨

１３歳からの世界征服 ／中田 考 急に具合が悪くなる ／宮野 真生子
世界史から読み解く日本史の深層 ／かみゆ歴史編集部 教養としての「国名の正体」 ／藤井 青銅
誰も知らない特攻 ／馬場 明子 日本全国２万３９９７．８キロ　イラストルポ乗り歩き
かみさまは中学１年生 ／すみれ ／安藤 昌季
地球の歩き方　グアム ／地球の歩き方編集室

記憶する体 ／伊藤 亜紗 学歴・資格関係なし！人生を逆転させる転職術
「段取りが良い人」と「段取りが悪い人」の習慣 ／魚津 君明

／鈴木 真理子 壊されゆく子どもたち ／水谷 修
子どもの“ＳＯＳ”を見逃さない！保育者だからできること  ２１　Ｌｅｓｓｏｎｓ　 ／ユヴァル・ノア・ハラリ

／加藤 尚子 ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー  
２０３０年の世界地図帳 ／落合 陽一 ／ブレイディ　みかこ
小泉進次郎と権力 ／清水 真人

殺す親　殺させられる親 ／児玉 真美 ラク弁当レシピの法則 ／長谷川 りえ
寝ながらできる認知症予防　２ ／山崎 律子 なんとなく不調をととのえるスープ ／鈴木 愛
女４０代の体にミラクルが起こる！ちぇぶら体操 発酵野菜があればおいしいごはん ／ワタナベ マキ

／永田 京子 ピラフとドリア ／坂田 阿希子
肩こり、ひざの痛みはお尻ぐるぐるで消える！ ／早川 祐平 フライドチキンの呪い ／船瀬 俊介
ミドリ薬品漢方堂のまいにち漢方食材帖 ／櫻井 大典 ゆるく身につく家事のきほん ／おそうじペコ
日本一の洗濯屋が教える間違いだらけの洗濯術 クックパッドのおいしいベストレシピ

／洗濯ブラザーズ

／阿佐 元明
／姫野 カオルコ
／彩図社文芸部

／原田 マハ
／原田 マハ

／唯川 恵
／有川 ひろ

／ディアドラ・サリヴァン
／谷村 志穂
／乙武 洋匡
／岡崎 琢磨
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一般＊文学

一般＊哲学・歴史・地理

一般＊社会

一般＊医学・家政学

七歳児参りの子供たちへのお弁当、悩む中学生への特製クッキー、登山に挑戦する老夫
人に贈るサンドイッチ…。イケメンシェフ、お手伝いの美少年、へっぽこ従業員・美玖
がお届けする、極旨&やみつきの書き下ろしお料理小説。

山の上のランチタイム　　　　高森 美由紀　著



歴史の中の植物 ／遠山 茂樹 ゆかいな浮世絵 ／狩野 博幸
ＣＵＲＢＯＮ写真の教室 ／ＣＵＲＢＯＮ いくつになってもこのコといっしょ ／徳田 竜之介
絵で見てわかる伝統建築の図鑑 ／斉藤 武行 世界のさんぽ道 ／ＷＡＮＤＥＲＬＵＳＴ
あの夏ぼくは天使を見た ／焦茶 日本語をつかまえろ！ ／飯間 浩明
ひとりで生きていく  ／ヒロシ ５Ｇビジネス ／亀井 卓也
今いちばん大好きな無印良品 ラブレター ／ヒグチ ユウコ
獣医さんが教える動物園のないしょ話 ／犬養 ヒロ タネの未来 ／小林 宙

としょかん町のバス  わたしのわごむはわたさない ／ヨシタケ シンスケ
ながーい５ふん みじかい５ふん ぼくはくるま、みんなもくるま  ／高橋 祐次
スモンスモン ／ソーニャ・ダノウスキ ようこそ！もりのマナーがっこうへ  ／くるまざき のりこ
グランデュードのまほうのコンパス  ／キャスリン・ダースト パンケーキくまのきいくまくん  ／いりやま さとし
こねこのルップりんごだいすき  ふゆのはなさいた ／吉田 尚令
おなべさんとおたまちゃん ／国松 エリカ ひとりでぼっち ／ふるしょう ようこ
くまくまパン いちにちパンやさん  ／西村 敏雄 ももちゃん  ／さとう めぐみ
イヌと友だちのバイオリン  ／デイビッド・リッチフィールド ペロずきんちゃん どうぶつえんそく  ／山本 まもる

食品ロスの大研究  　 モノのなまえ事典 ／杉村 喜光
星くずクライミング  ／樫崎 茜 英語、苦手かも…？と思ったときに読む本 ／デイビッド・セイン
ぐんぐん頭のよい子に育つ 家庭科室の日曜日 ／村上 しいこ
　　　よみきかせかがくのお話２５ ／山下 美樹 アポロンと５つの神託 ３　 ／リック・リオーダン
ゲームの仕事 　 １０歳から知っておきたいお金の心得  
道路のひみつ図鑑 　 一富士茄子牛焦げルギー  ／たなか しん
ふゆとみずのまほうこおり ／片平 孝 ／服部 千春

／イクタケ マコト
／オリヴィエ・タレック

／ももろ

　

はじめまして、茶道部！

タイトル名 歌手名 ジャンル
見っけ スピッツ 邦楽
Ｔｒａｖｅｌｅｒ Ｏｆｆｉｃｉａｌ髭男ｄｉｓｍ 邦楽
ＣＯＭＩＮＡＴＣＨＡ！！ ＷＡＮＩＭＡ 邦楽
ショーン・メンデス－デラックス・エディション ショーン・メンデス 洋楽
Ｎｏ．６　コラボレーションズ・プロジェクト エド・シーラン 洋楽
新・演歌名曲コレクション１０．　－龍翔鳳舞－ 氷川 きよし 演歌
Ｓｐｅｃｔｒｕｍ 上原 ひろみ ジャズ
ＮＨＫ「おかあさんといっしょ」最新ベスト　ミライクルクル 子ども

一般＊その他

じどう＊えほん

じどう＊よみもの・そのた

ＣＤ

ワンワンちゃんのカレー屋さんをのぞくノラネコぐんだん。カレーライスの作り方を見ています。
夜、ノラネコぐんだんはお店に忍び込んでカレーを作り、「かんたんだったね」と得意顔。
でも、その背後には…。

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

    　　ノラネコぐんだんカレーライス      工藤 　ノリコ　 著

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）


