
類 ／朝井 まかて かか ／宇佐見 りん
償いの流儀 ／神護 かずみ えにし屋春秋 ／あさの あつこ
もう、聞こえない ／誉田 哲也 推し、燃ゆ ／宇佐見 りん
なぜ、生きているのかと考えてみるのが今かもしれない 帝都争乱 ／今野 敏

／辻 仁成 あなたのご希望の条件は ／瀧羽 麻子
アスク・ミー・ホワイ ／古市 憲寿 ニキ ／夏木 志朋
青くて、溺れる ／丸井 とまと 半沢直樹 アルルカンと道化師 ／池井戸 潤
獣たちのコロシアム ／石田 衣良 猫弁と星の王子
彼女が天使でなくなる日 ／寺地 はるな 同姓同名 ／下村 敦史
灯台からの響き ／宮本 輝 やがて訪れる春のために ／はらだ みずき
帰ってきたＫ２ ／横関 大 超シルバー川柳　あっぱれ百歳編
母を捨てるということ ／おおたわ 史絵

再審・本能寺の変 ／「再審・本能寺の変」制作委員会 全国御城印大図鑑 ／攻城団
ダンナさまは幽霊 ／流光 七奈 ９０歳まで働く

おやときどきこども ／鳥羽 和久 短時間で成果を出すスゴイ集中力 ／田場 信広
シニア六法 ／住田 裕子 あのころ、うちのテレビは白黒だった ／平野 恵理子
３３の悩みと答えの深い森。 ／奥野 武範 ５分でできる場面別学級ミニゲーム ／松尾 信悟
ルポ車上生活 ／ＮＨＫスペシャル取材班 怖がりさんほど成功する自宅起業 ／根本 好美
 　 　

現場で使える薬剤師・登録販売者のための漢方相談便利帖 ホットプレートひとつでごちそうごはんができちゃった
　　　　　　　　　　　　　　　　　　症状からチャートで選ぶ漢方薬
おうちでできるヘアカット お弁当サンド ／若山 曜子
未然に動脈硬化症を防ぐ生活と食事 野菜はスープとみそ汁でとればいい ／倉橋 利江
世界一効く美顔づくりの教科書 ／木村 祐介 異国のおやつ ／岸田 麻矢
肌がきれいになる ／石けんオフメイク研究会 放っておくとこわい症状大全 ／秋津 壽男
キレイをつくる、簡単！じぶんごはん ／小鳥遊 しほ ちいさなお直し ／いわせ あさこ 他
みんなで食べたい時短おやつ ／菅野 のな 乳癌日記 ／夢野 かつき
「閉経」のホントがわかる本 ／対馬ルリ子 他 魔法のてぬきごはん ／てぬキッチン
お繕いの本 ／野口 光 本当はごはんを作るのが好きなのに、しんどくなった人たちへ
はじめてでもかわいく作れるかぎ針編みのモチーフ＆小物 ／コウ ケンテツ
冷凍作りおきパン ／吉永 麻衣子 季節をとじ込める果物とお菓子のレッスン ／森岡 麻以
英国レシピと暮らしの文化史 ／エレイン・レオン ボウルひとつで作れるたくさんの焼き菓子 ／真藤 舞衣子
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一般＊文学

一般＊哲学・歴史・地理

一般＊社会

　／田原 総一朗

／大山 淳子

一般＊医学・家政学

／黄川田 としえ

愛情は、すべてを帳消しにできる魔法なんかじゃない-。「響け！ユーフォニアム」シリーズ

の著者・武田綾乃が、生きづらい現実と女の子同士の友情を描く。息詰まる「現代」に風穴

を開ける作品。『小説現代』掲載を単行本化。

愛されなくても別に 武田 綾乃 著



これやこの ／サンキュータツオ 南極で心臓の音は聞こえるか ／山田 恭平
おうちでとれたて野菜 ／河村 毬子 神速パソコン仕事術見るだけノート

／繁昌 良司 やっぱり、このゴミは収集できません ／滝沢 秀一
アンティーク着物地でつくるかわいい布箱&雑貨 杉本博司が案内するおさらい日本の名建築 ／杉本 博司

／大野 らふ 他 あの人が着ると、パーカーがなぜおしゃれに見えるのか
どうして私はおしゃれなんでしょうか？ ／のどか ／川邉 サチコ 他
おとなになるのび太たちへ ／藤子・Ｆ・不二雄 Ｔｈｅ Ａｒｔ ｏｆめーちっさい ／めーちっさい
にっぽんの美しい民藝 ／萩原 健太郎 オンラインでズバリ伝える力 ／佐藤 綾子
マカロン配色見本帖 ／早坂 優子 物理が楽しくなる！キャラ図鑑 ／川村 康文

ばんそうこうくださいな ／矢野 アケミ めんのずかん ／大森 裕子
あつかったらぬげばいい  ／ヨシタケ シンスケ パンのずかん ／大森 裕子
ねがいごと  ／そのだ えり ねこのニャンルー  ／どい かや
アニマルバスとたんじょうび  ／こてら しほ ねこはるすばん ／町田 尚子
どうしてしっぽがないの？ ／いもと ようこ きせつのぎょうじきょうはなんのひ？ ／ａｎｄ　ＥＩＧＨＴ
だいすきえほんくん  ／もち なおみ どきどきオムライス  ／ドーリー
しろくまきょうだいのおべんとうやさん ／ｓｅｒｉｃｏ おとうふ２ちょう  ／たけがみ たえ
テナベさんのふしぎなかえりみち  ／ｍａｙｆａｎ ほくほくおいもまつり ／なかた ひろえ
あっごきぶりだ！ ／塚本 やすし サンドイッチにはさまれたいやつよっといで  ／岡田 よしたか
どすこいすしずもう おおとろやまのひみつ  ／アン マサコ ネコノテパンヤ  ／黒井 健
どすこいすしずもう たまごのさとのひみつ  ／アン マサコ ぼくんちのおふろやさん  ／とよた かずひこ

みんなに話したくなる感染症のはなし  ／仲野 徹 ふしぎ駄菓子屋銭天堂　１４  ／廣嶋 玲子
へんななまえのもの事典  サード・プレイス ／ささき あり
キャラ絵で学ぶ！神道図鑑 脳のなかのびっくり事典 ／こざき ゆう
キャラ絵で学ぶ！地獄図鑑 ココロ屋 ／梨屋 アリエ
青春！卓球部 ／横沢 彰 もっとよのなかルールブック  
世界とキレル  ／佐藤 まどか 宇宙人がいた ／やまだ ともこ
きみを変える５０の名言 ／佐久間 博

じどう＊よみもの・そのた

あなねこ

じどう＊えほん

一般＊その他

CD

タイトル名 歌手名 ジャンル
STRAY SHEEP 米津玄師 邦楽

洋楽
＃ＴＷＩＣＥ３ ＴＷＩＣＥ K-POP

おいしいパスタがあると聞いて あいみょん 邦楽
ピック・ミー・アップ・オフ・ザ・フロア ノラ・ジョーンズ 洋楽

絆の譜～恩師・中村典正を歌う～ 三山ひろし 演歌
機動戦士ガンダム　４０ｔｈ　Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ　Ａｌｂｕｍ　～ＢＥＹＯＮＤ～ ｱﾆﾒ

スマイル ケイティ・ペリー 

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

ブウさん、だいじょうぶ？ バレリー・ゴルバチョフ 作

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）

やぎのメエさんと、ぶたのブウさんはいつも仲良しのお隣さん。今日は、ブウさんちの晩ご飯にお呼ばれ

のメエさん。朝起きて、うきうきしながらお隣を覗いてみると、ブウさんが泣いていて…。ともだちの良

さを描いた絵本。


