
タイタン   漂流者の生きかた   ／五木 寛之 他
ホーム   ホスト万葉集  
ヒカリ   コロナ黙示録 　 ／海堂 尊
死という最後の未来  縁結びカツサンド   ／冬森 灯
怪談びたり   夢をかなえるゾウ　４ 　ガネーシャと死神  ／水野 敬也
美女ステイホーム   そこにはいない男たちについて ／井上 荒野
どうぞ愛をお叫びください   図書館の子 ／佐々木 譲
サキの忘れ物   希望の峰マカルー西壁   ／笹本 稜平
チーム・オベリベリ   いちねんかん   ／畠中 恵
赤い砂を蹴る 俺の残機を投下します  
破局   悪霊じいちゃん風雲録
君に読ませたいミステリがあるんだ   欲が出ました  
来世の記憶   　

平安貴族嫉妬と寵愛の作法　 「４７都道府県」地図帖の深読み事典  
セルフケアの道具箱 ／伊藤 絵美 今、泊まりたいのはライフスタイルホテル。   　
ギリシャ神話キャラクター事典 ／オード・ゴエミンヌ じてんしゃと泊まる宿　２０２０～２０２１ 　
８０代の今が最高と言える   ／川崎 淳与 古代史の「謎」を歩く   　
るるぶ大阪　'２１ 　 六十代と七十代心と体の整え方   ／和田 秀樹
おべんとうの時間がきらいだった   ／阿部 直美  

／本間 立平 ワイルドサイドをほっつき歩け  ／ブレイディみかこ
保育参加のススメ   ／若盛 清美 学校に行きたくない君へ　続 　

　  　
  

力尽き美容 ／田中 愛 医者が教える体にいい酒の飲み方  
不調が消える食べもの事典   ／杉山 卓也 ＤＩＹ収納の作り方＆アイデア   　
甘くない、おそうざいスイーツ   　 ３６５日のゆる養生   ／阪口 珠未
よくわかる過敏性腸症候群で悩まない本 　 プロカウンセラーが教える香りで  
寝るときにスマホをベッドに置いてはいけない   ／村上 剛           気分を切り替える技術  ／松尾 祥子
ご当地おつまみ人気レシピ   教えて！栄養素男子    
免疫力アップおかずＢＥＳＴ１００ ／金丸 絵里加 ビールめし   ／とっくん 
人類の脅威！怖いウイルス事典    器は自由におおらかに   ／中川 たま

  

／ヨシタケ シンスケ
／輪渡 颯介
／山田 悠介

一般＊哲学・歴史・地理

一般＊社会

一般＊医学・家政学

武器になる雑談力

／東川 篤哉
／藤野 可織

／深津 さくら
／林 真理子
／武田 綾乃

／津村 記久子
／乃南 アサ

／石原 燃
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一般＊文学

／野崎 まど
／堂場 瞬一
／花村 萬月

／石原 慎太郎 他

／遠野 遙

ある朝、目を覚ますと腕に大きく「神様当番」と文字が！突如目の前に現れた「神様」の

お願いを叶えないと、その文字は消えないようで…。ムフフと笑ってほろりと泣けて、最

後は前向きな気持ちになれる、５つの物語。

ただいま神様当番 青山 美智子 著



絵本のようにめくる世界遺産の物語 多肉植物サボテン語辞典 　
マンガと図鑑でおもしろい！わかる元素の本 ／うえたに夫婦 へやトレ体操 ／森 俊憲
消滅絶景 　 　 まったく話せない高校生が半年で話せるようになり
予算内で「住みやすい家」ベスト５５  　　　１年で議論できるようになる英語習得法  ／浜野 清澄
ニッポン全国文房具店ガイド   　 　 知識ゼロからの骨董・アンティーク入門   ／岩崎 紘昌
夏は幻   ／Ｉｓｋａ ＬＩＬＹ’Ｓ ＣＬＯＳＥＴ ／石田 ゆり子
世界一やさしい！微生物図鑑   　 すごい！品質検査   ／うえたに夫婦
「考えた人すごいわ」を考えたすごい人  ／岸本 拓也 夜行列車の記憶   ／松本 典久

　

まあるくなーれわになれ わかくさのおかで ／かじり みな子
おばけちゃんだってこわいんです 恐竜トリケラトプスとあくまのもり ／黒川 みつひろ
細菌ホテル ／キム リョンオン みどりのほし ／長谷川 義史

ポッポーきかんしゃ ／とよた かずひこ
／ゲオルグ・ハレンスレーベン ちいさなじょおうばちマルグリット ／アントン・クリングス

あかいしろくま ／柴田 ケイコ しおかぜにのって ／かじり みな子
まなちゃんはおおかみ ／種村 有希子 トムとジェリーのまちがいさがし ／菅原 卓也
ちいさなかわいいおべんとうばこ ／宮野 聡子 くろくまくんあわあわてあらい ／たかい よしかず
たびにでた ／楓 真知子 恐竜トリケラトプスとティラノきょうだい ／黒川 みつひろ
あべ弘士のシートン動物記 １ オオカミ王ロボ ／あべ 弘士 まりもとぼく ／きくまき
ちいさなちいさなうみのおさんぽ ／さかい さちえ ねぐせのしくみ ／ヨシタケ シンスケ

モヤモヤそうだんクリニック ／池谷 裕二 じりじりの移動図書館(ブックカー) ／廣嶋 玲子 他
ルドルフとノラねこブッチー ／斉藤 洋 水族館のサバイバル　１ ／ゴムドリｃｏ．
ガリガリ君ができるまで わけあって絶滅しました。　も〜っと ／丸山 貴史
大迫力！世界の都市伝説大百科 はじめての和食えほん 夏のごちそうつくろう ／柳原 尚之
雨ふる本屋と雨かんむりの花 ／日向 理恵子 さかな博士のレアうま魚図鑑 ／伊藤 柚貴
まほろばトリップ ／倉本 由布 すごいぞ！進化 ／アンナ・クレイボーン

　 　

シートベルトしてあそぼ♪　のりものゴーゴー！！ノリノリあそびうた 子ども

存在理由～Ｒａｉｓｏｎ　ｄ’êｔｒｅ～ さだまさし 邦楽
クロマティカ
オール・イアーズ ディカペラ 洋楽
オール・ザット・演歌＆歌謡曲ベスト４０ 演歌

レディー・ガガ 洋楽

ｅｙｅｓ ｍｉｌｅｔ 邦楽
ＭＡＮ　ＷＩＴＨ　Ａ“ＢＥＳＴ”ＭＩＳＳＩＯＮ MAN WITH A MISSION 邦楽

じどう＊よみもの・そのた

／岩貞 るみこ

ＣＤ

タイトル名 歌手名 ジャンル

一般＊その他

じどう＊えほん

／真珠 まりこ
／しばなお

リサとガスパール キティちゃんをパリでおむかえ

プクプクおなかのウサギの大親分ドン・ウッサがダイエットを決意。3羽の子分たち

は、親分の願いをかなえてあげたいと思い…。たっぷり笑えて、でもなんだかキュン

とする絵本。『MOE』掲載に加筆し、新たに構成。

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

ドン・ウッサ ダイエットだいさくせん！ キューライス 著

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）


