
ワン・モア・ヌーク ／藤井 太洋 いきるりすく  ／平沼 正樹
ダーク・ブルー  ／真保 裕一 修羅の家 ／我孫子 武丸
暴虎の牙 ／柚月 裕子 迷宮の月 ／安部 龍太郎
誘拐屋のエチケット  ／横関 大 暗鬼夜行 ／月村 了衛
いかがなものか ／群 ようこ 逃亡者 ／中村 文則
運命の人を見つけた、ら ／岡本 貴也 魔女たちは眠りを守る ／村山 早紀
同じクラスに何かの主人公がいる ／昆布山葵 合唱 ／中山 七里
エール　上 ／清水 友佳子 他 スカーレット　下 ／水橋 文美江

「江戸大地震之図」を読む ／杉森 玲子 るるぶ四国　’２１　 
世界はもっと！ほしいモノにあふれてる  東京おさんぽノート１２ケ月 ／菅澤 真衣子
要領がよくないと思い込んでいる人のための仕事術図鑑 ２４Ｈ Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ ｇｕｉｄｅ  

／Ｆ太 他

私にとっての介護 ／毒蝮 三太夫 他 <嘘>の政治史 ／五百旗頭 薫
東大式ふせん勉強法 ／清水 章弘 ＮＧから学ぶ本気の伝え方 ／宮口 幸治 他
なぜ支店長は飛ばされたのか  ／加藤 直樹 アタックＰＴＡ  ／細川 貂々

大動脈瘤と大動脈解離がよくわかる本 寝ながらできる認知症予防　５ ／余暇問題研究所
食材保存大全 ／沼津 りえ ビギナーズ手作りアクセサリー１００  
自律神経を整えたいなら上咽頭を鍛えなさい  ／堀田 修 カレンの台所 ／滝沢 カレン
最高のおにぎりの作り方 ／樋口 直哉 最強「塩なし」料理理論 ／松嶋 啓介
力尽きレシピ　２ ／犬飼 つな 駅弁大百科
焼売、ときどきチャーハン  ／五十嵐 美幸 キャラでわかる！はじめての感染症図鑑 ／岡田 晴恵
１０３歳のスーパーおばあちゃん箱石シツイさん健康長寿のヒケツ  新型コロナウイルス対策手作りマスクＢＯＯＫ  

／高橋 洋樹 髪のスペシャリストが教える髪の大事典
こんな、季節の味ばなし  ／平野 恵理子 季節の魚料理 ／長谷川 弓子
毎日おいしい！鶏むね肉レシピ  ／牛尾 理恵 いつも卵があるといい  ／堤 人美
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クリスマスの夜。偶然火事の現場に遭遇した男は、燃え盛る家の中へと飛び込み、10歳の少女を救出し
た。しかし男は、少女を母親に渡さず、車に乗せてそのまま逃走してしまい…。寂しさが、温もりが、心
に触れる青春ミステリ。

雪と心臓 生馬 直樹 著
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進化のからくり  ／千葉 聡 日本一楽しい韓国語学習５０のコツ ／稲川 右樹
楽しく身に付く音楽の基礎知識 ／侘美 秀俊 水道が危ない  ／菅沼 栄一郎 他
一生勝負 ／高橋 秀実 ネットとＳＮＳを安全に使いこなす方法 ／ルーイ・ストウェル
クイズあなたは小学５年生より賢いの？ ポイ活でおどろくほど得する方法 ／紀村 奈緒美
先生、大蛇が図書館をうろついています！ ／小林 朋道 京都・奈良のお寺で仏像に会いましょう  ／福岡 秀樹
北欧ファブリック図鑑 鉛筆一本ではじめる人物の描き方／ＯＣＨＡＢＩ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ
植物色の毎日 ／井上 盛博 楽しい箱と入れ物の折り紙  ／永田 紀子
しあわせはノラネコが連れてくる  ／イ シナ 三國連太郎、彷徨う魂へ ／宇都宮 直子
籐で作るアクセサリーと小物 ／堀川 波 野村の教え方 ／野村 克也

おんなじだあれ？ ／しもかわら ゆみ ぼくのポーポがこいをした ／米増 由香
ぱぱんがパン！ ／柴田 ケイコ どうぶつクッキー ／彦坂 有紀 他
すきまっこちゃん ／竹与井 かこ ようかいむらのどんどこまつり ／たかい よしかず
おかいもの ／前田 まゆみ おかたづけ めっちゃすっきりきもちいい ／うえだ しげこ
おさんぽ ／前田 まゆみ 虫ガール ／ケラスコエット
ねずみくんはめいたんてい ／上野 紀子 ポポときせつのおかしづくり ／ももろ
ころがれないいしっころリッキー ／エリン・ウォズニアク とかげくんのしっぽ ／ツク之助
ネコのきらら にじのうちゅうへ ／曽田 文子 くいしんぼうのマルチェロふしぎなエプロン ／オオノ マユミ

気をつけよう！ ネット動画３ ドラえもん社会ワールド世界の地理とくらし
スイスイ！ラクラク！！読書感想文　小学１・２年生 こどもの頭がよくなるルールブック ／滝 靖之
スイスイ！ラクラク！！読書感想文　小学３・４年生 新選組戦記 下 ／小前 亮
スイスイ！ラクラク！！読書感想文　小学５・６年生 はじめてのはたらくくるまずかん
1日でできる！ ドキドキ自由研究アイデア集 レッツはおなか ／ひこ・田中
紙ひこうき、きみへ ／野中 柊 あなたの不安を解消する方法がここに書いてあります。
おいで、アラスカ！ ／アンナ・ウォルツ ／吉田　尚記
アトムのサイエンス・アドベンチャー 昆虫世界の大冒険 絵でわかる建物の歴史 ／エドゥアルド アルタルリバ

／手塚 治虫 かみさまのベビーシッター ／廣嶋 玲子
都会（まち）のトム＆ソーヤ外伝１６．５ ／はやみね かおる 小学生の究極の自学ノート図鑑 ／森川 正樹
朝顔のハガキ ／山下 みゆき ８・９・１０！　　 ／板橋 雅弘
えんそくのおばけずかん ／斉藤 洋 ふしぎ駄菓子屋銭天堂　１３　　 ／廣嶋 玲子

ライオン・キング アニメ
スパイダーマン ファー・フロム・ホーム 洋画

新聞記者 邦画
コンフィデンスマンＪＰ　ロマンス編 邦画

じどう＊よみもの・そのた
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タイトル名 ジャンル

じどう＊えほん

一般＊その他
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のりものなぞなぞ 斉藤 洋 作 こわせ もりやす 絵

なぞなぞはかせ、ドクター・ナゾナーから次々に繰り出されるなぞなぞを解いて、絵の中にあるたくさん

ののりものの中から、正解を見つけられるかな？ 町の中、工事現場、空の上などさまざまな場面に、た

くさんの乗り物が名前つきで登場するので、乗り物図鑑絵本としても楽しめる一冊。

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。
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