
三度目の恋 ／川上 弘美 サラと魔女とハーブの庭 ／七月 隆文
新訳ペスト ／ダニエル・デフォー 雑貨の終わり ／三品 輝起
わたしが消える ／佐野 広実 この本を盗む者は ／深緑 野分
暗闇にレンズ ／高山 羽根子 龍神の子どもたち ／乾 ルカ
隣はシリアルキラー ／中山 七里 犬がいた季節 ／伊吹 有喜
デリバリールーム ／西尾 維新 谷根千ミステリ散歩 ／東川 篤哉
自転しながら公転する ／山本 文緒 この気持ちもいつか忘れる ／住野 よる
盤上に君はもういない ／綾崎 隼 世間とズレちゃうのはしょうがない ／養老 孟司 他
煉獄の獅子たち ／深町 秋生 世界の児童文学をめぐる旅 ／池田 正孝
スター ／朝井 リョウ もしかしてひょっとして ／大崎 梢
日没 ／桐野 夏生 善医の罪 ／久坂部 羊
デルタの羊 ／塩田 武士 アンと愛情 ／坂木 司
天離り果つる国　上 ／宮本 昌孝 夜明けのすべて ／瀬尾 まいこ
天離り果つる国　下 ／宮本 昌孝 ＃塚森裕太がログアウトしたら ／浅原 ナオト

こだわりのＢＢＱ＆グランピングガイド 悪党たちの大英帝国 ／君塚 直隆
「繊細さん」の本 ／武田 友紀 大切な人を亡くしたあなたに知っておいてほしい５つのこと
とにかく運がよくなりたい！ ／井手 敏郎
池上彰のまんがでわかる現代史　欧米 ／池上 彰
ご利益別仏像おまいり入門
昭和４４年生まれ 運を引き寄せるわかりやすい姓名判断と名前の付け方

反日種族主義との闘争 ／李 栄薫 戦国経済の作法
いまはそれアウトです！ ／菊間 千乃 「グチ活」会議 ／仁科 雅朋
 

植物刺繍図鑑 図案のいらない可愛い刺しゅう ／藤本 裕美
ふわふわカステラの本 ／中川 たま 糸で咲かせる花模様　リフ編みのあったかこもの
とびっきり美味しくて、超ズボラな道具ひとつ、 ジジイの片づけ ／沢野 ひとし

／キコノヒト うつわ
免疫力ＵＰのすごい納豆レシピ ／葛 恵子 記憶力がＵＰする簡単モーション１００ ／瀧 靖之
若さは心臓から築く ／天野 篤 使えておしゃれなエコバッグとショッピングバッグ  
着物の国のはてな ／片野 ゆか Ｔａｓｔｙ Ｊａｐａｎ＃バズりごはんＢＥＳＴ５０／Ｔａｓｔｙ Ｊａｐａｎ
現代手芸考 Ｔａｓｔｙ Ｊａｐａｎ＃バズりスイーツＢＥＳＴ５０
クックパッドの裏ワザ料理ベスト１００ ／Ｔａｓｔｙ Ｊａｐａｎ
子育て手帳のつくりかた ／*ＬｕＬｕ　Ｃｕｂｅ* 定年前後のお金の正解 ／板倉 京
まいにち米粉 ／高橋 ヒロ はじめての「味つけ冷凍」 ／藤井 恵

一般＊医学・家政学

一度読んだら絶対に忘れない世界史の教科書　経済編
／山崎 圭一
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一般＊文学

一般＊哲学・歴史・地理

ほぼほったらかしご飯　

一般＊社会

1ケ月後、小惑星が衝突し、地球は滅びる。学校でいじめを受ける友樹、人を殺したヤクザの信士、

恋人から逃げ出した静香。そしてー。「人生をうまく生きられなかった」4人が最期の時までをど

う過ごすのか。滅び行く運命の中で、幸せについて問う傑作。

滅びの前のシャングリラ 凪良 ゆう 著



時間は逆戻りするのか カナヘイの小動物ゆるっと♡カンタン韓国語会話
語感力事典 これ一冊ではじめる！庭づくりのためのＤＩＹ ／山田 芳照
怖くて眠れなくなる化学 明日から使える死亡フラグ図鑑 ／茶んた

フィボナッチの兎 ／アダム・ハート＝デイヴィス
おうち時間を使ってはじめるＹｏｕＴｕｂｅ 日本でもできる！英国の間取り ／山田 佳世子
日本懐かし自転車大全 ／内藤 常美 オトナ女子のための極上プチプラコーデ１ｙｅａｒ ／ｙｏｐｉｐｉ

日本懐かしスニーカー大全 ／佐藤 誠二朗
おかげさま ／柴田 宋休

犬の能力 風景写真の正しい撮り方
正しい言葉遣い ／末岡 実 博物館ななめ歩き ／久世 番子

はんぶんこ くろいの  ／田中 清代
あばれネコ  ／キューライス さらう宇宙人図鑑 ／のぶみ
ようかいむらのざくざくいもほり ／たかい よしかず ひめちゃんのマスク ／のぶみ
コんガらガっちなにになってすすむ？の本 ／ユーフラテス ムカムカ！“いかり”はあばれんぼう  ／ささき みお
ゆめぎんこう ／コンドウ アキ うごきません。 ／柴田 ケイコ
ハリーとケントはなぞときポリス  ／原 裕朗 ぼく、ひつじじゃなくてぶたなんだ  ／ミルヤ・プラーフマン
ルルロロのてあらいだいすき！ ／まつい くみ ぎょうれつのできるスパゲッティやさん  ／ふくざわ ゆみこ
ガチャガチャぽん！ ／森 あさ子 スタジオジブリのいろんなくらし  
トムとジェリーをさがせ！ゆめがふくらむ！ウキウキ工場見学 ポポくんのおばけパン  ／ａｃｃｏｔｏｔｏ

／牧野 タカシ

レイワ怪談　半月の章 ／ありがとう・ぁみ １３歳からの読解力 ／山口 謠司
レイワ怪談　新月の章 ／ありがとう・ぁみ ライラックのワンピース   ／小川 雅子
レイワ怪談　三日月の章 ／ありがとう・ぁみ くまのこのるうくんとおばけのこ ／東 直子
不気味な叫び ／ジェフ・ソロウェイ 他 消えたレッサーパンダを追え！ ／たけたに ちほみ
教えて、釈先生！子どものための仏教入門 ／釈 徹宗 他 はじめての和食えほん 秋のごちそうつくろう  ／柳原 尚
３６６日じてん  ／平野 恵理子 拝啓パンクスノットデッドさま  ／石川 宏千花
猫町ふしぎ事件簿 ／廣嶋 玲子 水族館のサバイバル　２ ／ゴムドリｃｏ．
きみを変える５０の名言　 ／佐久間 博 ドラえもん探究ワールド自然の脅威と防災

マチネの終わりに
引っ越し大名！
ギルティ
ジョジョ・ラビット

邦画
洋画

映画ひつじのショーン ＵＦＯフィーバー！ アニメ

じどう＊えほん

／多田 ヒロシ

じどう＊よみもの・そのた

DVD

タイトル名 ジャンル
邦画

／山口 謠司
／左巻 健男

／土屋 守
／ブランドン・カイム

ビジネスに効く教養としてのジャパニーズウイスキー

絵本のようにめくる世界遺産の物語　地球の記憶編

一般＊その他

／高水 裕一

洋画

パンダのパンだ 牛窪 良太 さく

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）

パンダのパン屋さんは、ぱぱパンダとままパンダ、こパンダたちが働くお店。次々やってくる動物たち、

みんなに喜んでもらいたくて、パンダ親子が大奮闘！さーさー、みんな召し上がれ。毎日焼きたての日替

わりパンだ。今日のパンは、なにパンだ?

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


