
ナポレオン　１～３ ／佐藤 賢一 あずかりやさん　４ ／大山 淳子
今夜 ／小野寺 史宜 雪のなまえ ／村山 由佳
２０２０年の恋人たち ／島本 理生 ふつうでない時をふつうに生きる ／岸本 葉子
朝焼けにファンファーレ ／織守 きょうや 人間椅子 ／江戸川 乱歩
僕のコーチはがんの妻 ／藤井 満 魔術師 ／谷崎 潤一郎
教室に並んだ背表紙 ／相沢 沙呼 透明な耳。 ／村本 大志
今度生まれたら ／内館 牧子 ミッドナイト ／柴田 哲孝
空芯手帳 ／八木 詠美 処方箋のないクリニック ／仙川 環
わたしたちが光の速さで進めないなら ／キム チョヨプ 境界線 ／中山 七里
鐘を鳴らす子供たち ／古内 一絵 じい散歩 ／藤野 千夜
ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい ／大前 粟生
鎌倉うずまき案内所 ／青山 美智子

お寺のどうぶつ図鑑 知りたいけど、聞くのが怖かった「死後」に関する６２のこと  
多分そいつ、今ごろパフェとか食ってるよ。　続 ／Ｊａｍ ／ホリスター・ランド
世界に恋する旅時間 ／ＹＵＫＡ 今日ヤバイ屋台に行ってきた ／坪和 寛久
ＭＡＳＴＥＲゴンザレスのクレイジー考古学 ／丸山 ゴンザレス

ナンバー２の美学 ／林 溪清 冷徹と誠実 ／財部 誠一
ぶっちゃけ相続 ／橘 慶太 女性３０代からの「複業」生活のすすめ ／山下 弓
失われゆく仕事の図鑑 ／永井 良和　他 喧嘩の流儀 ／読売新聞政治部

 　

耳は不調と美容の救急箱 ／中本 多紀 大人男子の「超」清潔感ハック  ／宮永 えいと
女子の心と体のトリセツ ／神藤 多喜子 パンケーキの教科書 ／藤沢 せりか
お気楽ひとり暮らし。 ／ｙｏｒｉｋｏ やることの「見える化」で掃除を劇的にラクにする方法
リメイクしたらオンリーワンができました。 ／津田 蘭子 ／本橋 ひろえ
魔法のパンケーキ ／藤沢 せりか かゆみをなくすための正しい知識
目からウロコの栄養学！糖質の基本 ／順天堂かゆみ研究センター
大人気ＹｏｕＴｕｂｅｒ“ｃｏｏｋ　Ｋａｆｅｍａｒｕ”の罪深いスイーツ 韓国ドラマ食堂 ／本田 朋美　他

／Ｋａｆｅｍａｒｕ 材料４つで本当においしいお菓子 ／福田 淳子
絶対にかかりたくない人のためのウイルス入門 痛くない！疲れない！歩き方の教科書 ／木寺 英史

／ベン・マルティノガ
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一般＊文学

一般＊哲学・歴史・地理

一般＊社会

一般＊医学・家政学

ほとんどの人が訪れたことのない平凡で小さな町。寂れた観光地。

ようやく射した希望の光をコロナが奪い、さらに殺人事件が発生した。

颯爽とあらわれた黒い魔術師が知恵と仕掛けを駆使して、犯人と警察に挑む。

ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人 東野 圭吾 著



空港の解体新書 「はやぶさ２」が舞い降りた日々 ／的川 泰宣
棚からつぶ貝 ／イモト アヤコ ジョゼと虎と魚たち 下
みんなの遊べる軽トラ ヘンな科学 ／五十嵐 杏南
アンティークレース ／市川 圭 どうぶつおやこ図鑑 ／マヤ・セーヴストロム
そして映画館はつづく 安全運転寿命を延ばすレッスン ／松田 秀士
復興建築 リアルでゆかいなごみ事典 ／滝沢 秀一
絵本のようにめくる城と宮殿の物語 メルカリ完全マニュアル ／小山田 紘子
腕時計１０大ブランド完全カタログ

　
くらやみきんしの国  ルラルさんのつりざお   
十二支のお雑煮  ／川端 誠 ウアモウとおばけちゃんのふしぎなちから   ／高木 綾子　
塔の上のラプンツェル   ももたろう  
おうさまのさる ／くすはら 順子 ９９９ひきのきょうだいのおやすみなさい    ／村上 康成　
怪物園  ／ｊｕｎａｉｄａ のりものなーんだ？
いろいろおかしパーティー   ／おおで ゆかこ とじこめられた！ 
キス・スキ   ／高畠 純 うしとざん
もこもこちゃん ／きたざわ へいすけ  

分解する図鑑 　 胸キュン恋するいきもの図鑑    
まちのおばけずかん   ／斉藤 洋 しかくいまち   ／戸森 しるこ
防災室の日曜日   ／村上 しいこ みけねえちゃんにいうてみな    　
アポロンと５つの神託 ４  ともだちのひみつ ／村上 しいこ
キャラ絵で学ぶ！キリスト教図鑑   　 消えない叫び ／Ｒ．Ｌ．スタイン 他
かいけつゾロリきょうふのエイリアン   シャレナンデス   ／こざき ゆう
海でギリギリあきらめない生きざま。 ／鈴木 香里武 南極犬物語  　／綾野 まさる
泣き神さまサワメ   ／横山 充男 ジャレットと魔法のコイン  ／あんびる やすこ
カラスのいいぶん   ／嶋田 泰子 純情！卓球部  ／横沢 彰
  　

 

一般＊その他

DVD

タイトル名 ジャンル

じどう＊えほん

じどう＊よみもの・そのた

／エミリー・ハワース=ブース ／いとう ひろし

／リック・リオーダン

／ガタロー☆マン

キャッツ 洋画
野性の呼び声 洋画
ウルトラマンみんなでシュワッチ！ はたらくのりものい〜っぱい！ 児童
スター☆トゥインクルプリキュア  星のうたに想いをこめて　 アニメ

　
／のぶみ

／高畠 那生
　

／原 ゆたか

アルキメデスの大戦 邦画

あぁ、アジのひらきがたべたいっ! かねまつ すみれ 作 青山 友美 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）

魚屋さんの店先に干してあったアジのひらきを狙っていたネコのおいら。

でも、しましまのネコに横取りされてしまう。アジのひらきのことで頭が

いっぱいのおいらは、なんでもかんでもアジのひらきに見えてきて…。

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


