
愛の色いろ ＭＩＳＳＩＮＧ　　 ／村上 龍
猫を棄てる 約束の果て  ／高丘 哲次 
あなたが私を竹槍で突き殺す前に 少年と犬  ／馳 星周 
逆ソクラテス 妖（あやかし）の掟 ／誉田 哲也 
四神の旗 カケラ  ／湊 かなえ 
告解 事件持ち  ／伊兼 源太郎 
法の雨 さよなら願いごと  ／大崎 梢 
あふれる家 またね家族 ／松居 大悟 

日本近現代史に学ぶ日本型リーダーの成功と失敗   平安貴族   ／橋本 義彦 

他人とうまくやっていく  ／アラン・ピーズ 他 発達が気になる子の心がわかる幸せ子育ての手引き  
コンビニ断ち脱スマホ  人はなぜ税を払うのか  ／浜 矩子 
ひきこもりのライフストーリー 僕たちはまだ、仕事のことを何も知らない。  

／各務 展生 他
教養として知っておきたい３３の経済理論  

不思議なお菓子レシピ サイエンススイーツ  ｓｙｕｎｋｏｎカフェごはん  ／山本 ゆり  
／太田 さちか ｓｙｕｎｋｏｎカフェごはん７  この材料とこの手間で

認知症を予防する食事  ／川田　美喜子
ネイル大全 ／山本 ゆり  
“メモみたいなレシピ”で作る家庭料理のレシピ帖  わたしのトートバッグ  ／かわい きみ子 

／夏井 景子 味が決まる！レシピがいらない中火で８分蒸し  
お肴春秋   ／辰巳 芳子 ／近藤 幸子
「あれ？なんだっけ」がなくなる！大人のさがし絵  親孝行レシピ ／舘野 鏡子
３時間でできるかごバッグ  ／貝塚 なおこ 肌が乾くクセを全部やめてみた。 ／野崎 萌香 
化粧劇場   朝作って、夜仕上げる段取りごはん  
ハツ江おばあちゃんのフライパン１つで１００レシピ  孤独のスイーツ

／高木 ハツ江 アレンジ＆クリエイティブアイスコーヒー 

／伊坂 幸太郎

一般＊哲学・歴史・地理

／　保坂 渉 
／佐藤 弘道 他

／大村 大次郎 

「うそやん」というほどおいしいレシピ
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一般＊文学

／奥田 亜希子
／村上 春樹

／李 龍徳

／馳 星周
／薬丸 岳

／下村 敦史
／中島 さなえ

／佐藤 芳直 

／黒沢 大陸 

一般＊社会

一般＊医学・家政学

ひろみち＆たにぞうの天晴れ運動会！

都会のへりの窪んだところにあるガケ下の町。僕はその町で<流星新聞>を発行するアルフ

レッドの手伝いをしている。個性的で魅力的な人々が織りなす、静かであたたかな物語。

流星シネマ 吉田 篤弘 著



漂流郵便局-お母さんへ-   ／久保田 沙耶 神さまとぼく ／梅沢 正邦 
デジタルでフィルムを再現したい  ／嵐田 大志 ダ名言 ／浜 ロン
苔ボトル  ／佐々木 浩之 他 一度読んだらクセになる！おもしろ化学ネタ５０
「書道」の教科書   ／横山 豊蘭 ／齋藤 勝裕 
あかりの学校  ／橋田 裕司 ふだんの美文字   ／りさ
アメリカン・セレブリティーズ  ／辰巳 ＪＵＮＫ 図解身近にあふれる「化学」が３時間でわかる本
かけっこがグンッと速くなる！なわとびがピョンッと跳べる！ ／齋藤 勝裕 

化石ドラマチック ／土屋 健
親子でキャンプＢＯＯＫ　　 花束の石プルーム・アゲート  ／山田 英春 
ドラえもんを本気でつくる   ／大澤 正彦

もりのとしょかん キャベツちゃんのワンピース ／わたべ めぐみ
すずめのまる ／箕輪 義隆 やねうらべやのおばけ ／しおたに まみこ
きりかぶのきりじいちゃん ／なかや みわ オリンピックせんしゅになりたいな ／城井 文
きょうまどからふくかぜは くまのこ ／つまざわ あやか
おれ、ピートくいたい ／マイケル・レックス ひみつがあります ／布川 愛子
もりのかばんやさん ／ふくざわ ゆみこ けんけんぱっ ／にご まりこ
たまちゃんとしっぽ ／カズコ Ｇ．ストーン クラクフのりゅう ／アンヴィル奈宝子
ママはまほうつかい ／山本 えりこ おべんとうひゅーるひゅる ／古内 ヨシ
しゅっぱーつ ／エムナマエ りすとかえるとかぜのうた ／うえだ まこと

ニッポンじゃアリエナイ世界の国 雨の日は、いっしょに ／大久保 雨咲
コットンのティータイム ／あんびる やすこ 本屋のミミ、おでかけする！ ／森 環
料理はすごい！ 古墳のなぞがわかる本
めくって学べるしごと図鑑 ダヤン、奇妙な夢をみる ／池田 あきこ
めげないいきもの事典 ぼくたちの緑の星 ／小手鞠 るい
エルシーと魔法の一週間 ／ケイ・ウマンスキー 教室の日曜日 ／村上 しいこ
ソラタとヒナタ ／かんの ゆうこ 雨女とホームラン 　／吉野 万理子

オルゴール・セレクション　Ｈｅａｌｉｎｇ　ｆａｎ－ＰＯＳＩＴＩＶＥ－ ヒーリング

一般＊その他

Ｕｒｕ

じどう＊えほん

／ふくざわ ゆみこ

さかあがりがクルッとできる！おうちで１週間レッスン

ディア・ハッピー

／宮沢 輝夫

ＣＤ

洋楽

タイトル名 歌手名

じどう＊よみもの・そのた

ジャンル
オリオンブルー

純邦楽

邦楽

洋楽

それいけ！アンパンマン　ベストヒット’２０ アニメ

ＹＵＺＵＴＯＷＮ ゆず 邦楽

気になる洋楽　３
ガブリエル・アプリン

／高砂 淳二

Ｄｒｅａｍ Ｓｏｎｇｓ：Ｔｈｅ Ｅｓｓｅｎｔｉａｌ Ｊｏｅ Ｈｉｓａｉｓｈｉ 久石 譲 サントラ
ＴＨＥ ＹＯＳＨＩＤＡ ＢＲＯＴＨＥＲＳ 吉田兄弟

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）

くまくんは、ママとパパと楽しい家族旅行へ。ところが「あっ、わすれもの！」。

同じアパートに住む、３人のお友達に貸したままの道具をそろえるために、アパートの階段を

何度ものぼったりおりたり。空間認識能力を学べる絵本。

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

くまくん、じゅんびはオーケーかい？ デイビッド・バロー 作 おびか ゆうこ 訳


