
食っちゃ寝て書いて すべての瞬間が君だった  ／ハ テワン
カインの傲慢  ／中山 七里 じんかん  ／今村 翔吾
きたきた捕物帖  ／宮部 みゆき 稚児桜 ／澤田 瞳子
Ｔｈｅ Ｙｏｕｎｇ Ｗｏｍｅｎ’ｓ Ｈａｎｄｂｏｏｋ　　 ／山内 マリコ 漣のゆくえ  ／梶 よう子
ハンナのいない１０月は  つながりません  ／長岡 弘樹
家族じまい  あしたの華姫  ／畠中 恵
奈落で踊れ  晴れ、時々くらげを呼ぶ   ／鯨井 あめ
ブラインドから君の歌が聴こえる  邦人奪還 ／伊藤 祐靖

「私、ちゃんとしなきゃ」から卒業する本   ／小田桐 あさぎ 輝く未来へはばたく赤ちゃんの名前事典  
ならずもの  ／森 功 図解心理学用語大全 ／田中 正人
世界の美しくてミステリアスな場所  直線は最短か?  ／阪原 淳

／パイインターナショナル 人間観察極めたら悩み消えた ／くらはし まやこ
“忘れたくない”をかたちにするｍｙトラベルノート  

／ｍｉｎｉ＿ｍｉｎｏｒ

コロナショック・サバイバル  ／冨山 和彦 日本のお弁当文化  ／権代 美重子
「育ちがいい人」だけが知っていること ／諏内 えみ イラスト図解いちばんわかりやすい介護術  ／三好 春樹
できるテレワーク入門  ／法林 岳之他 海外オタ女子事情  ／劇団雌猫 
公文書危機  ／毎日新聞取材班 成功する転職面接  ／末永 雄大
男の子に「厳しいしつけ」は必要ありません！ ／高祖 常子 日本の３６５日に会いに行く  ／永岡書店編集部 

会社に行きたくない。さて、どうする？ ／和田 秀樹 桃のお菓子づくり  ／今井 ようこ他
おいしくアレンジ！まいにち使える江戸レシピ  ／奥村 彪生 おから美腸レシピ  ／藤橋 ひとみ
ちっちゃなフェルトのおきあがりこぼし  ／ほふもふ工房 おいしさを逃さない「うま味」方程式  
ケータリング気分のＢｏｘ Ｆｏｏｄ  ／田中 美奈子 カラダにうれしい毎日ごはん。   ／柳川 かおり
野菜が長持ち＆使い切るコツ、教えます！ ／島本 美由紀 週明け「満足サラダ」と週後半の「しっかりお肉」  
見た目を、整える  ／ゆきりち。 
あいのシンプルおうちごはんＢＥＳＴ  ／あい 一生お金に困らない！貯め方・増やし方  
冷たい麵の本 ／みない きぬこ 大人のひとつ結び＆おだんごヘアＢＯＯＫ　　 ／工藤 由布
４７都道府県の純喫茶  ／山之内 遼 あなたは髪を切らなくても変われる  ／小西 恭平
まっすぐ縫いでできるソーイングの本  ／月居 良子 ミアズブレッドのパンとサンドイッチ ／森田 三和
調味料保存＆使い切りのアイデア帖 ／島本 美由紀 最新！初めての育児新百科  

／月村 了衛
／サミュエル・サトシ

一般＊哲学・歴史・地理
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一般＊文学

／小野寺 史宜 

／相川 英輔
／桜木 紫乃

一般＊社会

一般＊医学・家政学

大阪の靱公園にある、姉妹でいとなむ手作りサンドイッチ専門店「ピクニック・バスケット」。おっ

とりした姉・笹子がつくる絶品サンドは、胸の内で大事にしている味に、そっと寄り添ってくれる…。

心を癒やす、おいしい物語。

語らいサンドイッチ 谷 瑞恵 著



怖くて眠れなくなる地学  ／左巻 健男 人前であがらずに話せる１００の法則  ／新田 祥子
雲と出会える図鑑  ／武田 康男 図解でわかる！エアコン１台で心地よい家をつくる方法  
海の極小！いきもの図鑑  ／星野 修 漢字が秒で覚えられる！  ／篠宮 暁
東京幻想作品集  ／東京幻想 美しい万年筆のインク事典  ／武田 健
実践！キャンプＢＯＯＫ　　 ／キャンプＢＯＯＫ編集室 羊飼い猫の日記  ／スザンナ・クランプトン
自分ツッコミくまと日本のことを英語で話そう  旅と刺繡と民族衣装 ／東欧民芸クリコ 
毎日がもっと輝くみんなのノート術  ３色だけでセンスのいい色  ／ｉｎｇｅｃｔａｒーｅ
１日のおわりにもふもふタイム ／松原 卓二 座り仕事の疲れがぜんぶとれるコリほぐしストレッチ  
小さな盆栽づくり  ／なぁさん 
憧れのインスタグラマー２０名に学ぶ美しい写真術  ねぇ、ママ？僕のお願い！  ／なかがわ みさこ

／ｆｕｋａ＿０９他 言葉を使う動物たち  ／エヴァ・メイヤー 

オニのふろめぐり いし ／高畠 那生
うりのつるくるくる ／田島 征三 ヒゲタさん ／山西 ゲンイチ
パンダオリンピックたいそう ／いりやま さとし うみでなんのぎょうれつ？ ／オームラ トモコ
こわがりのちびかいじゅう ／すみくら ともこ
こどもたちはまっている ／荒井 良二 きんぴらきょうだい ／大島 妙子
みずをくむプリンセス ／ピーター・Ｈ．レイノルズ ペロずきんちゃん いちごがペロペロボワ～ン 　／山本 まもる
かえるじゃん ／つるた あき なにがみえるかな ／かわ はらり
プラスチックのうみ ／ジュリア・ブラットマン はなげせんぱい ／花田 栄治
ウルトラマンとぼくらＶＳ．怪獣ぐんだん ／山本 孝

くろりすくんとしまりすくん 　／いとう ひろし かいけつゾロリのまいにちなぞなぞ１年分 ／小野寺 ぴりり紳
マンガでおぼえる俳句・短歌 ／齋藤 孝 地図でよくわかる鉄道大百科
セイギのミカタ ／佐藤 まどか いーすとけん。ふっくらまちがいさがし
キモイけど実はイイヤツなんです。 ／ろう 妖怪たちと秘密基地 ／富安 陽子
こんちゅうクンのいちばん虫ずかん ／こんちゅうクン ルビねこと星ものがたり ／野中 柊
忍者大図鑑 イーブン ／村上 しいこ
十年屋４ ／廣嶋 玲子 まんがで読む星座と神話 
無限の中心で ／まはら 三桃 かいけつゾロリのレッドダイヤをさがせ！！ ／原 ゆたか

　

一般＊その他

じどう＊えほん

／岡田 よしたか

／マリオ・ラモ

　
ザ・ファブル 邦画 　

ＤＶＤ

タイトル名 ジャンル 　

じどう＊よみもの・そのた

わにくんのだめだめきゅうり

ドリーム 洋画 　
ちびまる子ちゃん　おとぎ編 アニメ 　

マスカレード・ホテル 邦画

駅名の表示が「ゆうやけひろば」から「ゆうやみひろば」に変わると、

辺りはゆうやみに包まれ、ぞぞぞぞとでんしゃが動き出し…。

穴あきしかけが楽しい絵本。

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

ぞぞぞぞでんしゃ 薫 くみこ 作 かとう ようこ 絵

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）


