
仕事本   アウア・エイジ ／岡本 学
ヴァルキリー   ／安生 正 スキマワラシ ／恩田 陸
Ｓが泣いた日  ／伊兼 源太郎 純喫茶パオーン   ／椰月 美智子
一人称単数  ／村上 春樹 げいさい   ／会田 誠
江戸のおんな大工 ／泉 ゆたか 赤ずきん、旅の途中で死体と出会う。  ／青柳 碧人
二重拘束のアリア   ／川瀬 七緒 タクジョ！ ／小野寺 史宜
首里の馬 ／高山 羽根子 テロリストの家 ／中山 七里
対極  ／鬼田 隆治 口福のレシピ   ／原田 ひ香
繫渡り  ／もちぎ 愛しのシャロン   ／前川 裕
夢は捨てたと言わないで   ／安藤 祐介 夫の後始末　続 　今も一つ屋根の下で  ／曽野 綾子
気がつけば、終着駅   ／佐藤 愛子   　
四畳半タイムマシンブルース   ／森見 登美彦   　

還暦からの底力  ／出口 治明 友だちってなんだろう？ ／齋藤 孝
ヤバい生き霊   ／シークエンスはやとも 昭和史の声 ／早坂 隆
突撃！ラッコさんのうらないＢＯＯＫ   ／ｓａｔｏｃｏ 世界のダンジョン   　
シャネル ／川島 ルミ子

人事の古代史   ／十川 陽一 あなたを閉じこめる「ずるい言葉」  ／森山 至貴
やまゆり園事件 ／神奈川新聞取材班 よけいなひと言を好かれるセリフに変える言いかえ図鑑  
魔女   ／ドミニク・フゥフェル ／大野 萌子

糸紡ぎのテクニックとデザイン   ／青島 由佳 めんどうなことしないうまさ極みレシピ   ／ジョーさん。
命を守るための掃除術   　 坐骨神経痛、腰痛は自分で治せる！ ／岩島 雅博
暮らしのまんなか　 ｖｏｌ．３１　暮らしをまわす  　 マンガ認知症  ／ニコ・ニコルソン 他
野菜保存のアイデア帖   ／島本 美由紀 世界一やさしい！アロマ図鑑  　
肉・魚・加工食品保存のアイデア帖   ／島本 美由紀 うちでごはん ／一田 憲子
未病図鑑   ／渡辺 賢治 いい子が生まれる胎教音読  ／山口 謠司
がんばらない！お助けのっけごはん   　 世界一美しい透明スイーツレシピ   ／tomei 透明愛好家
チョコミント本   女性の「なんとなく不調」に効く食薬事典   ／大久保 愛
プリン本 オラ！スペイン旅ごはん   ／ハラユキ
家族と自分を守る「安心な食品」の選び方  ／安部 司 かんたんシンプルごほうびデザート   ／サルボ恭子

／久 優子 鉱物のお菓子 ／さとう かよこ
かんたん！おやつの本 　  
家飲みかんたんドリンク１５０ 

下半身からみるみるやせるおうちダイエットＢＯＯＫ 
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一般＊文学

一般＊哲学・歴史・地理

一般＊社会

全寮制中高一貫校に進学した坂口孝文は、茅森良子と同級生になる。総理大臣になることを目

指す茅森と親しくなった坂口は、彼女がある映画監督の幻の脚本を探していることを打ち明け

られ…。『カドブンノベル』連載を加筆修正。

昨日星を探した言い訳 河野 裕 著



刀剣探訪  　 ファミコンドット絵の素晴らしき世界  　
サバイバル読本ＤＥＬＵＸＥ 　 翻訳の授業 ／山本 史郎
バンクシーを読む  　 日本展望タワー大全 ／かねだ ひろ

／勝目 純也 犬連れ災害対策マニュアル   　
一生に一度は見たい日本の国宝１００選   　 １、２、３色の色えんぴつでイラスト   ／ふじわら てるえ
かんたん・やさしい・はじめてのスマートフォン   　 魔法少女の秘密のアトリエ   ／魔法アイテム錬成所
生き物が大人になるまで   ／稲垣 栄洋 ヒロシのソロキャンプ   ／ヒロシ
中年の本棚  ／荻原 魚雷 そのまま使える短いスピーチ・あいさつ実例集  　
目でみる数字 ／岡部 敬史 電車を運転する技術   ／西上 いつき

ミュージアムを知ろう   ／横山 佐紀
 ／オガトレ うおづら   ／森岡 篤
女の答えはピッチにある   ／キム ホンビ 志村けん１６０の言葉 ／志村 けん

ぼくがまもってあげる おいかけっこでわらべうた
きりばあちゃんのともだち りんごちゃん
ねんねこ ごきげんななめ
わんわんバス びーだまふくろう
ますくちゃんでばんです ／平田 景
かべのあっちとこっち ポーチとピース ／ふゆはる．
ちいさなメイベルのおおきなゆめ ぷかぷかぽかぽか
ようかいむらのどっきりハロウィン

ピンチ！！でもそれはチャンスだ！ ぼくだけのぶちまけ日記 ／スーザン・ニールセン
お庭番デイズ　上 集めてわかるぬけがらのなぞ ／盛口 満
お庭番デイズ　下 いきものやばいすみか図鑑 
小学校では学べない渋沢栄一のやりぬく力 ／齋藤 孝 はやしでひろったよ
レストランのおばけずかん ＧＯ！ＧＯ！アトム
ほねほねザウルス　２３ 大人は知らない今ない仕事図鑑１００

／有沢 佳映

ことばたんてい テンテン・マールをおえ

／ひだの かな代

／大野 正人
／有沢 佳映

／斉藤 洋

／よこみち けいこ
／ジョン・エイジー
／キム・ヒルヤード
／たかい よしかず

／つきおか ようた
／さとう めぐみ

／エンマ・ヴィルケ
／マルタイン・ファン・デル・リンデン

／なかや みわ
／ザ・キャビンカンパニー

僕のワンダフル・ジャーニー 洋画
イエスタデイ 洋画
海獣の子供 アニメ

ＤＶＤ

タイトル名 ジャンル

じどう＊えほん

／八重沢 なとり

／エムナマエ

じどう＊よみもの・そのた

海上自衛隊護衛艦クロニクル  

一般＊その他

オガトレの超・超・超かたい体が柔らかくなる３０秒ストレッチ  

今日は、くまおじさんと釣りに行く日。こぎつねのこんたは、弟のこ

んきちとはりきって出発しますが、こんきちの帽子が風でとばされて

しまいました。追いかけていくと、そこは暗い森のなかで…。こんた

の絵本第3弾。

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

こんたのさかなつり 田中 友佳子 さく・え

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、
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