
紙の城 花咲小路三丁目のナイト
ツタよ、ツタ よるのばけもの
リーチ先生 社長室の冬
ぼくは明日、昨日のきみとデートする 静かな雨
本バスめぐりん。 草花たちの静かな誓い
私立新宿歌舞伎町学園 土の記[上][下]
ｉ 逃げろツチノコ
もったいないばあさんの知恵袋 日曜劇場ＩＱ２４６華麗なる事件簿[上] ／木俣 冬
ショートショート列車 夜明けまで眠らない
この世で最後のデートをきみと マカロンはマカロン
女たちが、なにか、おかしい 電王

Ｇｏｏｄ　ｏｌｄ　ｂｏｙｓ 屋根をかける人
三鬼 時が見下ろす町
Ｉ　Ｌｏｖｅ　Ｙｏｕの訳し方 カズサビーチ
走狗 万葉集　いにしえの歌を旅する
東京の横丁 北條民雄小説随筆書簡集

人生を変える勇気 イラストで丸わかり！神社入門
神々の魔術[上][下] 出光佐三　人を動かす１００の言葉
のびのび生きるヒント すぐ試したくなる！実戦心理学大全
有名企業からの脱出 ／冨山 和彦 ブラタモリ　５　札幌　小樽　日光　熱海　小田原
心の嵐を青空に ブラタモリ　６　松山　道後温泉　沖縄　熊本
Ｄｒ.コパの正しい風水の作法

池上彰の君たちと考えるこれからのこと ／池上 彰 １万人に聞く！仕事・職場の「みんなはどうしてる？」大会議
第４５代アメリカ大統領誕生トランプ！ ／渡邉 哲也 あなたの年金がすべてわかる　２０１７年版
震度７の生存確率 ／仲西 宏之　他 生活保護の受け方がわかる本
資格取り方選び方全ガイド　２０１８年版 生きたかった
図解わかる生命保険　２０１６―２０１７年版

私たちが好きなキルト ／斉藤 謠子　他 忙しいママでもできる！簡単ちょいデコごはん＆お弁当
メンズファッションの解剖図鑑 ／ＭＢ ／中村 陽子
家のしごと ／山本 ふみこ ＤＥＬＩＳＨ　ＫＩＴＣＨＥＮ　１００万回レシピ料理のコツがパっとわかる

いま、働く女子がやっておくべきお金のこと ／中村 芳子 ／ＤＥＬＩＳＨ　ＫＩＴＣＨＥＮ

魚屋三代目のうまい魚おかずＢＥＳＴ２００ ／魚屋三代目 孫育て一年生
教科書にないお金の増やし方・守り方 ／大江 英樹 はじめてママでもちゃんと作れる！！手作りしたい通園通学グッズ

一般＊哲学・歴史・地理

一般＊家政学

一般＊社会

／門井 慶喜

／伊東 潤

／宮部 みゆき ／長岡 弘樹
／望月 竜馬 ／山本 一力

／真珠 まりこ
／田丸 雅智 ／大沢 在昌

／北條 民雄

／三砂 ちづる ／高嶋 哲夫

／本多 孝好

／原田 マハ ／堂場 瞬一
／七月 隆文 ／宮下 奈都

／宮本 輝／大崎 梢
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一般＊文学

／本城 雅人 ／小路 幸也
／大島 真寿美 ／住野 よる

／小林 祥晃

／高村 薫

／岸見 一郎

／坊木 椎哉 ／近藤 史恵

／新堂 冬樹

／永井 龍男

／西 加奈子 ／山本 素石

／武田 双雲
／グラハム・ハンコック

／美輪 明宏

鬼神の如く     葉室 麟  著 

黒田家家老・栗山大膳は、大名家の取り潰しを狙う幕府の次なる標的は自藩だと悟りながら、すすんで 

主君の不忠を幕府に訴え出た。命を追われるなか、不敵に振る舞い続ける大膳の真意とは？ 

黒田騒動を舞台にまことの忠義と武士の一徹を描く本格歴史長編。（第２０回 司馬遼太郎賞受賞作） 



雑談力 ／百田 尚樹 読書と日本人 ／津野 海太郎
ダウン・ザ・ハイウェイ ／ハワード・スーンズ 楽しい植物化石 ／土屋 香　他

格安スマホの選び方・使い方がぜんぶわかる本 Ｈａｒｒｙ　Ｐｏｔｔｅｒ　『ハリー・ポッター』魔法と冒険の２０年
小さな花の水彩画 ／藤川 志朗 十二支とかわいい動物たち
ＳＭＡＰウォッチング　わたしたちはスマップを観てきた 日本の山城１００名城

／篠原 沙里 医者からもらった薬がわかる本　２０１６―２０１７年版
歌舞伎キャラクター絵図 ／辻村 章宏 漢方薬事典
手づくり健康酢バイブル ／金丸 絵里加 あたらしい栄養事典
スーパーで買っていい食品買ってはダメな食品／河岸 宏和 くすりの事典　２０１７年版
ときめく和菓子図鑑 ／高橋 マキ こわばり女子のカラダほぐし大全

なつみはなんにでもなれる ／ヨシタケ シンスケ かぶきわらし ／庄司 三智子
おかしなこともあるもんだ ／いしい ひろし ちかしつのなかで ／横須賀 香
ピノキオ ／いもと ようこ だるまちゃんとにおうちゃん ／加古 里子
にょっ！ ／ザ・キャビンカンパニー どうじょどうじょ ／りとう ようい
スーパートラック ／スティーヴン・サヴェッジ ざしきわらし ／町田 尚子
わすれものをとどけに ／かめおか あきこ ドラえもんのポケット ／坪井 裕美
すなばばば ／鈴木 のりたけ おしりたんてい　ププッおしりたんていがふたりいる！？
てのりにんじゃ ／北村 裕花 ／トロル
くろくまくんとしろくまくん ／小林 ゆき子 あれあれ、タコさん、あしまちがえた！
トーマスとゆきだるまのパーシー ／ペトロス・ブルバシス
仮面ライダーエグゼイド

銀杏堂 ／橘 春香 ほねほねザウルス［１７］ ／ぐるーぷ・アンモナイツ
四年ザシキワラシ組 ／こうだ ゆうこ 仰げば尊し［２］ ／舟崎 泉美
５秒後に意外な結末 ／桃戸 ハル おとのさま、スキーにいく ／中川 ひろたか
うみのとしょかん ／葦原 かも ジョージと秘密のメリッサ ／アレックス・ジーノ
びょういんのおばけずかん ／斉藤 洋 あなたのとなりにある不思議　ぞくぞく編
ルルとララのアロハ！パンケーキ ／あんびる やすこ からくり ／安田 真紀子
名探偵コナンエピソード“ＯＮＥ”小さくなった名探偵 いじめのある世界に生きる君たちへ ／中井 久夫
　　 ／水稀 しま イラストで学べる税金のしくみ［１］～［３］ ／大野 一夫

分野

Ｂｌｕ‐ｒａｙ 音楽

ＤＶＤ

邦画
海すずめ 邦画
インデペンデンス・デイ リサージェンス

じどう＊えほん

小澤征爾音楽塾

洋画

一般＊その他

ズートピア キッズ・ファミリー

エヴェレスト 神々の山嶺
タイトル ジャンル

じどう＊よみもの・そのた

ＤＶＤ・Ｂｌｕ‐ｒａｙ

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。 

 

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

すききらいなんてだいきらい 
さくらい あつこ 絵 

「すききらいランキングなんて せかいから なくなればいいのに」 子どもたちの苦手なたべものの第１位で 

ショックをうけたピーマンくん。でも、育ててくれたおじいちゃんが、よいところを教えてくれて…。 

苦手なものを食べられるようになると、世界が広がることを伝える絵本。 
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