
世界が僕らを嫌っても ／片山 恭一 小さな場所 ／東山 彰良
勿忘草の咲く町で ／夏川 草介 音に聞く ／高尾 長良
わが殿　上 ／畠中 恵 デッドライン ／千葉 雅也
わが殿　下 ／畠中 恵 犯人に告ぐ　２　闇の蜃気楼 ／雫井 脩介
魔法使いと最後の事件 ／東川 篤哉 犯人に告ぐ　３　紅の影 ／雫井 脩介
ここは夜の水のほとり ／清水 裕貴 家族パズル  ／黒田 研二
地獄の楽しみ方 ／京極 夏彦 できない相談 ／森 絵都
大名倒産　上 ／浅田 次郎 清く貧しく美しく  ／石田 衣良
大名倒産　下 ／浅田 次郎 風間教場 ／長岡 弘樹
花咲小路一丁目の髪結いの亭主 ／小路 幸也 老人初心者の覚悟 ／阿川 佐和子
流れは、いつか海へと ／ウォルター・モズリイ 死後の恋 ／夢野 久作
トリニティ、トリニティ、トリニティ ／小林 エリカ

あたいと他の愛 ／もちぎ るるぶ沖縄　’２１　　　　　　　　
老いのトリセツ ／石川 恭三 俺か、俺以外か。 ／ＲＯＬＡＮＤ
渡辺えりの人生相談 ／渡辺 えり 地球の歩き方　Ｄ２０　シンガポール 
明智光秀の足跡をたどる旅 地球の歩き方　Ｄ２７　フィリピン 

つけびの村 ／高橋 ユキ 野中広務権力闘争全史 ／大下 英治
図解日本人なら知っておきたいしきたり大全 ／岩下 宣子 公務員の仕事の授業 ／塩浜 克也 他
働く人のための感情資本論 ／山田 陽子 扉を開けて ／共同通信ひきこもり取材班
非・映え女子 ／ｏｙｕｍｉ 親の介護の不安や疑問が解消する本 ／田中 克典
まいにち暦生活

ＣＯＰＤのことがよくわかる本 わからなくても、こころはある ／山登 敬之
こんなに怖い図解睡眠時無呼吸症候群 退職金がでない人の老後のお金の話 ／横山 光昭
大切な人に食べさせたくないもの食べてほしくないもの 和田明日香のほったらかしレシピ  ／和田 明日香

／南 清貴 ちょっとしたことでうまくいく発達障害の人が
人気料理ブロガーたっきーママの 　　　　　　　　上手にお金と付き合うための本 ／村上 由美
　　　　　　　　　　　　「めんどくさい！」がなくなるレシピ  毎日食べたい！腸活みそレシピ ／関 由佳

／奥田 和美 おとなの美人習慣 ／村木 宏衣
もしかして、適応障害？ ／森下 克也 家政婦ｍａｋｏの手抜きでもごちそう！１００円レシピ
笠原将弘のフライパンひとつ！すぐできベストレシピ ／ｍａｋｏ

／笠原 将弘
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一般＊文学

一般＊医学・家政学

／「明智光秀の足跡をたどる旅」製作委員会

一般＊哲学・歴史・地理

一般＊社会

恋に臆病なイズミと、そんな彼女をいつも見つめているボク。そこへ新たな男性の存在が。果たしてイ

ズミの凍った心を溶かす恋は始まるのか…。心と身体に傷を持つ「ふたり」のもどかしくて切ない奇跡

のストーリー。

ぷくぷく 森沢 明夫 著



バンド ／クリープハイプ 飼い主が知っておきたい！
若い読者に贈る美しい生物学講義 ／更科 功 　　　　　　　　　　動物病院と獣医療の最前線
もっと知りたい「怖い絵」展 ／中野 京子 ホイちゃん ／ホイ主
新たなＡＩ大国 ／オラフ・グロス 他 ウサギタケ ／カモ
ぼくは０てん ／山縣 良和 異世界に一番近い場所 ／清水 大輔
ものは言いよう ／ヨシタケ シンスケ 不良役者 ／梅宮 辰夫
眠れる美しい生き物 ／関口 雄祐 どのみちぺっこり ／飯尾 和樹
発酵はおいしい！ ／ｆｅｒｍｅｎｔ ｂｏｏｋｓ 他

なんと！ようひんてん ／石川 基子 十二支のどうぶつゴールをめざせ！！ ／広瀬 克也
たまたまたまご ／北村 裕花 なんだろうなんだろう ／ヨシタケ シンスケ
きみがいないと  ／デイヴィッド・ウォーカー パンダしりとりコアラしりとり  ／高畠 純
ちいさなちいさなほしのあかり ／さかい さちえ ジュマンジ ／C.V.オールズバーグ
ぼく、仮面ライダーになる！ ゼロワン編  ／のぶみ 泣き虫なお花屋さん  ／雨音 はるじ
のら猫のかみさま  ／狩野 富貴子 おもしろことばえほん
１０にんのせんにん  ／佐々木 マキ 光ママ！光ママ！！光ママ！！！  ／友澤 里子
こんなもんくえニャイ！ ／クリストファー・サイラス・ニール あめおじさん ／にしい あきのり
目で見てかんじて  ／ロマナ・ロマニーシン ノラネコぐんだんアイスのくに  ／工藤 ノリコ
ピーマン３きょうだいのまんぷくパーティー  ／山本 えりこ ノラネコぐんだん おばけのやま  ／工藤 ノリコ

　

きみを変える５０の名言 ／佐久間 博 おばけのアッチおもっちでおめでとう  ／角野 栄子
しょうがくせいのおばけずかん  ／斉藤 洋 かいけつゾロリスターたんじょう  ／原 ゆたか

／齋藤 孝 あの子の秘密 ／村上 雅郁
小学校では学べない一生役立つ整理力 ／齋藤 孝 ねこと王さま  ／ニック・シャラット
ウサギのトリン  ／高畠 じゅん子 フェイクニュースがあふれる  
校庭のかんさつ  ／林 将之        世界に生きる君たちへ ／森 達也
はじめての和食えほん 地球が危ない！プラスチックごみ　２　 　
       冬のごちそうつくろう  ／柳原 尚之 十歳、ぼくは突然「敵」とよばれた  ／アンドレア・ウォーレン
世界と日本の名作物語   　

　

一般＊その他

じどう＊えほん

じどう＊よみもの・そのた

　

ＤＶＤ

タイトル名 ジャンル 　
こんな夜更けにバナナかよ 　 邦画 　

小学校では学べない一生役立つ時間の使い方  

僕のヒーローアカデミア 　 アニメ 　

グリーン ブック 　 洋画 　
ダンボ 洋画

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）

第二の地球を探していたこどもチームはついに、人間が住めそうな星を発見するが、

そこにはかわいいパンダがたくさんいた。隊長と副隊長は、人間が住めるようにしたら

パンダたちはどうなってしまうのかと悩み…。

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

パンダ星 そら 作・絵


