
ビブリア古書堂の事件手帖 ／三上 延 十字架のカルテ  ／知念 実希人
ビブリア古書堂の事件手帖　７ ／三上 延 小鳥、来る ／山下 澄人
去年の雪 ／江國 香織 惚れるマナー  ／大下 一真 他
流浪の大地 ／本城 雅人 音読でたのしむ思い出の童謡・唱歌 ／齋藤 孝
祟り神 ／輪渡 颯介 面白くて眠れなくなる『古事記』 ／島崎 晋
ひこばえ　上 ／重松 清 私たちの望むものは  ／小手鞠 るい
ひこばえ　下 ／重松 清 緋色の残響 ／長岡 弘樹
いつでも母と ／山口 恵以子 クスノキの番人 ／東野 圭吾
流人道中記　上 ／浅田 次郎 東京ホロウアウト  ／福田 和代
流人道中記　下 ／浅田 次郎 発注いただきました! ／朝井 リョウ

図解でスッと頭に入る世界と日本近現代並列年表 日本思想史 ／末木 文美士
いちばん美しい季節に行きたい日本の絶景３６５日 東大教授がおしえる日本史をつかむ図鑑

／ＴＡＢＩＺＩＮＥ 他

孤塁 ／吉田 千亜 反日種族主義 ／李 栄薫
そろそろ親とお金の話をしてください  ／安田 まゆみ 　　　　　　　　

週末が楽しくなる再現ごはん ／かっちゃん 子どものツボ押しマッサージ  
タスカジさんが選んだ本当に使える１００均アイテム１００選 服が似合う顔が欲しい  ／神崎 恵
骨と関節のしくみ・はたらきゆるっと事典 はじめてでも超簡単！１時間パン ／Ｂａｃｋｅ晶子
読むオイル事典 ／ＹＵＫＩＥ だらしない夫じゃなくて依存症でした  ／三森 みさ
まるさんかくしかくで作るグラフィカルバッグ   ／ともと かなこ 寝ながらできる認知症予防　４ ／余暇問題研究所
考えなくていい冷凍作りおき  ／上島 亜紀 すっきり暮らす新しい家事のワザ  ／おさよさん 他
体内時計のミステリー  ／ラッセル・Ｇ.フォスター 他 カンタンかわいい園児のおべんとう  

オイルじゃなくて水だからふとらないシフォンケーキ  

一般＊医学・家政学

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／茨木 くみ子
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一般＊文学

一般＊哲学・歴史・地理

一般＊社会

壊れかけた家族は、もう一度、ひとつになれるのか? 羊毛を手仕事で染め、紡ぎ、織りあげられた

「時を越える布」ホームスパンをめぐる、親子三代の心の糸の物語。

雲を紡ぐ 伊吹 有喜 著
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あの日を刻むマイク  ／武井 照子 マンガで分かりやすい！ 
月の地形観察ガイド ／白尾 元理 　　　　れもんちゃんゼロからイラストはじめます  ／幸原 ゆゆ
すぐ使える！Ｗｉｎｄｏｗｓ　１０らくらく仕事術 ／ワイツープロジェクト 水墨画入門 ／島尾 新
記者失格 ／柳澤 秀夫 日本の七十二候を楽しむ   ／白井 明大
学校では絶対に教えてもらえない超ディープな算数の教科書 見て覚えるワインの絵事典

／難波 博之 初心者のためのギター基礎教本　２０２０  ／自由現代社編集部

花図鑑 今こそ「スポーツとは何か？」を考えてみよう！／玉木 正之
グリーン  ／境野 隆祐 他 図解身近にあふれる「放射線」が３時間でわかる本／児玉 一八
まるっと小動物写真集 じつは食べられるいきもの事典 ／松原 始 他

野菜の植え合わせベストプラン  ／竹内 孝功

ちかてつもぐらごう ／大森 裕子 ポケモンのしま  ／ザ・キャビンカンパニー
ブルーがはばたくとき ／ブリッタ・テッケントラップ うさぎがいっぱい  ／リチャード・スキャリー
おばけがふくをなくしたら ／カミーユ・ポメロ きょうりゅうたちのおーっとあぶない
ちいさなしまのだいもんだい ／ロバート・スターリング ／マーク・ティーグ
ピーターとオオカミ ／降矢 なな おくりもの ／豊福 まきこ
うさぎのバレエだん ／南塚 直子 たまごにいちゃんとげんちゃん ／あきやま ただし
ぱかぱかももんちゃん ／とよた かずひこ エリック・カールのえいごがいっぱい
ぽめちゃんとだっくすちゃん ／柴田 ケイコ ／エリック・カール
くすのきだんちのねむりいす ／末崎 茂樹 もぐらのモリス ／ダン・ヤッカリーノ
ティモシーとサラたのしいおうち ／芭蕉 みどり

でかいケツで解決デカ ／小室 尚子 気をつけよう！ ネット動画２
てのひらに未来 ／工藤 純子 くさい！ ／クライヴ ギフォード
ツッコミ！ことわざ・慣用句 モノのねだん事典 ／大澤　裕司
５分後に君とサヨナラのラスト 世界幻妖図鑑 ／フロールチェ・ズウィヒトマン
スーパー戦隊大図鑑デラックス 夜のいきもの図鑑
うっかりオリンピック ／こざき ゆう はじめての和食えほん 春のごちそうつくろう ／柳原 尚之
子どもの頭と心を育てる１００のおはなし クレヨンしんちゃんの自分の気持ちを伝えよう！ ／臼井 儀人
コトノハ町はきょうもヘンテコ ／昼田 弥子 なぜ僕らは働くのか

ＧＲＡＭＭＹ ノミニーズ２０２０ 洋楽
ＮＨＫ いないいないばぁっ！ ピカピカブ～！ 子ども

軌跡 ＢＥＳＴ ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ Ⅱ 和楽器バンド 邦楽
チェンジズ ジャスティン・ビーバー 洋楽

ジャンル
ＣＥＲＥＭＯＮＹ Ｋｉｎｇ Ｇｎｕ 邦楽
ＢＲＩＧＨＴ ＮＥＷ ＷＯＲＬＤ Ｌｉｔｔｌｅ Ｇｌｅｅ Ｍｏｎｓｔｅｒ 邦楽

じどう＊よみもの・そのた

ＣＤ

タイトル名 歌手名

じどう＊えほん

一般＊その他

どうぶつたちの学校ってどんなかな？ ビーバーは木の枝でかずをかぞえて、ヤギは本を

食べちゃってガチョウはキリンの首ですべりだいしたりするのかな！？ 入園・入学の時期に

ぴったりの絵本。

どうぶつたちのがっこうって？ アン・ウィットフォード・ポール 作 デイヴィッド・ウォーカー

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）
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