
明日のデートに何着てく？ ／めろり 流浪の月 ／凪良 ゆう
インタビューズ ／堂場 瞬一 山岳捜査 ／笹本 稜平
騒がしい楽園 ／中山 七里 今日もお疲れさま ／群 ようこ
紙鑑定士の事件ファイル ／歌田 年 まったく、青くない ／黒田 小暑
母さんは料理がへたすぎる ／白石 睦月 御社のチャラ男 ／絲山 秋子
これでもいいのだ ／ジェーン・スー ウミガメみたいに飛んでみな ／木村 椅子
荒城に白百合ありて ／須賀 しのぶ 清明 ／今野 敏
暗約領域 ／大沢 在昌 背高泡立草 ／古川 真人
ムゲンのｉ　上 ／知念 実希人 しらふで生きる ／町田 康
ムゲンのｉ　下 ／知念 実希人 むかしむかしあるところに、死体がありました。
ｍｅｄｉｕｍ　霊媒探偵城塚翡翠 ／相沢 沙呼 ／青柳 碧人

狼の義 ／林 新 他 超メンタルアップ１０秒習慣 ／飯山 晄朗
ダンナさまは幽霊 ／流光 七奈 ７０代からの「女の輝き」「男の品格」 ／坂東 眞理子 他
仕事がつまらない君へ ／小林 英二
仕事と自分を変える「リスト」の魔法 ／堀 正岳 ／東海林 のり子 他

中国くいしんぼう辞典 ／崔 岱遠 一気にわかる！池上彰の世界情勢２０２０ ／池上 彰
偽善者たちへ ／百田 尚樹 イージス・アショアを追う
ビジネス用語図鑑 　 同僚は宇宙人
「国民年金」１５０％トコトン活用術 ／日向 咲嗣

 　

炊飯器レシピ ／星野 奈々子 Ａ型さんダイエット ／中島 旻保
私の手はなぜ痛いのか、しびれるのか、曲がっているのか ＡＢ型さんダイエット ／中島 旻保

／平瀬 雄一 Ｏ型さんダイエット ／中島 旻保
ボウルひとつでこねずにできる本格パン ／藤田 千秋 Ｂ型さんダイエット ／中島 旻保
作りおき＆レンチンで簡単！ まぁるい死 ／徳永 進
　　　糖質オフのやせる！ラクうま弁当３５０ ／江部 康二 マトリ ／瀬戸 晴海
大人気ＹｏｕＴｕｂｅｒ“ｃｏｏｋ ｋａｆｅｍａｒｕ”の 大腸がんで死にたくなければ
　　　　　　世界一作りやすいおうちスイーツ 　／ｋａｆｅｍａｒｕ 　　　　　　　腸のむくみをとりなさい！ ／大久保 政雄
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一般＊文学

一般＊哲学・歴史・地理

一般＊社会

るるぶ山口萩下関 ’２１

一般＊医学・家政学

／秋田魁新報取材班

美淑女になるために

／野澤 幸司

憧れていた映像制作の現場に飛び込んだ、良井良助。専門用語が飛び交う慣れない現場で

あたふたする良助だったが、作品と向き合う仲間たちの熱気に、焦がれるような思いを募らせる。

イマジン？ 有川 ひろ 著



芸人と影 超雑談力 ／五百田 達成
蜷川幸雄と「蜷の綿」 ／蜷川 幸雄 他
はじめてのＷｉｎｄｏｗｓ７→１０引っ越し乗り換え 日本の城のひみつ  ／城郭歴史研究会

／村松 茂 ７日でうまくなる油絵初級レッスン ／小屋 哲雄
ヘンテコ城めぐり  ／長谷川 ヨシテル 日本ラグビー“桜のキャプテン”激闘史  ／出村 謙知
アニメーターの仕事がわかる本 リノベーションでかなえるカッコよくすっきり暮らせる家
日本懐かし特撮ヒーロー大全  脱プラスチックへの挑戦 ／堅達 京子 他
友達ゼロで不登校だった僕が オリンピック競技おもしろ大全 ／雑学総研
　　　　世界一ハッピーな高校生になれたわけ ／よしあき サクサク身につく大人のための語彙力 ／福田 尚弘

なまえのないねこ ぜったいにおしちゃダメ？ ／ビル・コッター
たべものやさんしりとりたいかいかいさいします ミニオンズ　ドキドキせかいいっしゅう ／レナウド・コリン

／シゲタ サヤカ ごはん山 ／はらぺこめがね
やきいもとおにぎり ／みやにし たつや ラブレターをもらったら ／ルーシー・ルース・カミンズ
チョコレート・ウォーズ ／エリス・ドラン えんまだいおうごいっこう ／広瀬 克也
せかいねこのひ ／井上 奈奈 おろしてください ／市川 友章
おにぎりをつくる ／長野 陽一 ペネロペおおきくなったらなにになる？
おいかけっこのひみつ ／いとう ひろし ／ゲオルグ・ハレンスレーベン

ザ・ランド・オブ・ストーリーズ　６　魔法の扉がしまるとき ほねほねザウルス　２２
／クリス・コルファー 　　　　　　ふっかつ！でんせつのファイヤーティラノ　後編

地図で見る日本の地震 ／山川 徹 雷のあとに ／中山 聖子
みんなでもりあがる！学校クイズバトル 気をつけよう！ネット動画　１　
ルフィの大冒険 ／トキタ シオン 　　　　　　動画を見るのがやめられない 
地球について知っておくべき１００のこと ぎゃくたいってなあに？ ／青木 智恵子
グレタのねがい ／ヴァレンティナ・キャメリニ 新選組戦記　中 ／小前 亮

／清水 陽平
／ビートたけし

一般＊その他

サイト別ネット中傷・炎上対応マニュアル

エヴリデイ・ライフ

ＣＤ

／西位 輝実

じどう＊えほん

／町田 尚子

じどう＊よみもの・そのた

／堤 哲哉

邦楽
コールドプレイ 洋楽

タイトル名 歌手名 ジャンル
東京スカパラダイスオーケストラ 邦楽ツギハギカラフル

ＵＮＳＥＲ

クラシック

ロマンス カミラ・カベロ 洋楽
坂本冬美　全曲集２０２０ 坂本冬美 演歌

ＵＶＥＲｗｏｒｌｄ

Ｌｅｔ’ｓ　Ｇｏ！令和キッズ　こどもヒット・ソング～うたっちゃう！おどっちゃう！～ 子ども
ＳＹＭＰＨＯＮＩＡＣＳ ＳＹＭＰＨＯＮＩＡＣＳ
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しろくまきょうだいのセイウチまつり 庄野 ナホコ 作

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）

しろくまのきょうだい、トーリャとパーフカが楽しみにしている「セイウチまつり」。ところが当日、小

さな妹が熱を出してお出かけは中止に。お母さんに黙って、自分たちだけで出かけたふたりは、おまつり

を楽しみますが…。


