
楽園 ／夜釣 十六 優しき悪霊 ／輪渡 颯介
女と男の品格。 ／伊集院 静 いつまた、君と ／五十嵐 佳子
暗手 ／馳 星周 猫の傀儡 ／西條 奈加
ニャンニャンにゃんそろじー ／有川 浩　他 アキラとあきら ／池井戸 潤
自分の花を咲かせよう ／神渡 良平 ハッチとマーロウ ／青山 七恵
僕が殺した人と僕を殺した人 ／東山 彰良 潮騒はるか ／葉室 麟
劇場 ／又吉 直樹 ピエロがいる街 ／横関 大
孤道 ／内田 康夫 風とにわか雨と花 ／小路 幸也
踊れぬ天使 ／原 宏一 春山入り ／青山 文平

図書館は逃走中 ／デイヴィッド・ホワイトハウス ご本，出しときますね？　　　　　　　　　　　　
みみずくは黄昏に飛びたつ

コンスタンツェ・モーツァルト ／小宮 正安 ３０分でできる不安のセルフコントロール ／マシュー・マッケイ　他
女の機嫌の直し方 ／黒川 伊保子 絶家を思う ／長宗我部 友親
外資系で学んだすごい働き方 ／山田 美樹 ポジティブ会議 ／松岡 修造　他

多動力 ／堀江 貴文 わたしらしさを知るマイノートのつくりかた ／Ｅｍｉ
あなたのその「忘れもの」コレで防げます ／芳賀 繁 心がきれいになる３６５日誕生花と名言

池上彰の世界はどこに向かうのか ／池上 彰 「家系図」と「お屋敷」で読み解く歴代総理大臣[明治・大正篇]
マンガでわかるおうちのルール ／横山 浩之                     　        ／竹内 正浩
「もう心が折れそう！」というときすぐ効く仕事のコツ大全 いのちと出会う保育の自然さんぽ ／菅井 啓之　他

／トキオ・ナレッジ 信じてみたい幸せを招く世界のしるし ／米澤 敬
定年後 ／楠木 新 英語で一流を育てる ／廣津留 真理
中国と韓国は息を吐くように嘘をつく ／高山 正之 アメリカ大統領図鑑 ／開発社　他

中高生からの選挙入門 ／谷 隆一 親が元気なうちに知っておきたい５０のこと  
 

心とカラダがやすまる暮らし図鑑 ／川上 ユキ 肉サラダ ／堤 人美
痛覚のふしぎ ／伊藤 誠二 ３行レシピでつくるおつまみ大全 ／杵島 直美　他
子宮内膜症 ／百枝 幹雄 うちの子の場合！ ／カフカヤマモト　他
子育てに効くマインドフルネス ／山口 創 やせるおかずの作りおきかんたん１７７レシピ ／松尾 みゆき
エナジードリンク・栄養ドリンクのすべて ／松永 政司　他 ３０分で３品！作りおき野菜おかず２３１ ／大庭 英子
肺炎がいやなら、のどを鍛えなさい ／西山 耕一郎 家事の断捨離 ／やました ひでこ
パリが教えてくれたボン・シックな毎日 ／弓・シャロー あなたの人生を変える雨の日の過ごし方 ／美野田 啓二
栗原心平のとっておき「パパごはん」 ／栗原 心平 ぽっちゃり女子のファッションｂｏｏｋ ／大瀧 彩乃
お店みたいにできる！ふわっふわのスフレパンケーキ 「凛とした魅力」がすべてを変える／ジェニファー・Ｌ．スコット

／Ｓｏｕｔｈ Ｐｏｉｎｔ マインドフルネス瞑想がよくわかる本
和えるからおいしいおかず ／堤 人美 ぜーんぶホットケーキミックスのおやつ
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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

学校での居場所をなくし、閉じこもっていた中学生・こころ。そんなある日、突然部屋の鏡が光りはじ
め、その先にあったのは、城のような不思議な建物。そこにはちょうどこころと似た境遇の７人が集めら
れていた。９時から１７時までという時間厳守のその城で、胸に秘めた願いを叶えるため、７人は隠され
た鍵を探すことになる…。

　　　　かがみの孤城　　　辻村 深月　著



慕われる店長になるために大切なこと ／兼重 日奈子 人工知能はどのようにして「名人」を超えたのか？
しみじみ地蔵の道あんない ／高橋 拓 ／山本 一成
写真解説でよくわかる！ハンドメイドのポップアップカード どんどん虫が見つかる本 ／鈴木 海花

／鈴木 孝美 面白くて眠れなくなる解剖学 ／坂井 建雄
沖ノ島 ／藤原 新也 エコクラフトで作る和風のかごバッグと小物入れ
北斎漫画、動きの驚異 ／藤 ひさし　他 東大式タネなし手品ベスト３０
知って納得！植物栽培のふしぎ ／田中 修　他 るるぶレゴランド

たまらんちゃん ／つぼい じゅり 絵本江戸のまち ／太田 大輔
でんしゃのずかん ／五十嵐 美和子 ねんねんどっち？ ／宮野 聡子
おいしゃさんがこどもだったとき ／丸山 誠司 つまんないつまんない ／ヨシタケ シンスケ
いたずらおおかみくん ／国松 エリカ モリくんのあめふりぴーまんカー ／かんべ あやこ
だんぼーるおうじ ／長野 ヒデ子 でんしゃずし ／丸山 誠司
きんぎょとしょうぶ！ ／たごもり のりこ 平和って、どんなこと？ ／ウォーレス・エドワーズ
ながれながれてながれずし ／北村 裕花 かえるぴょん ／ささめや ゆき
いろいろきのこ ／山岡 ひかる そらまめくんのはらっぱあそび ／なかや みわ
ペンギンさんのまくら ／桜井 あや みつけてかぞえてどこどこきょうりゅう ／ガレス・ルーカス
こけこけコケコッコー ／にしはら みのり およげ！いぬやまくん ／おくやま ひでとし
ゆいちゃんのりぼんむすび ／きたがわ めぐみ とんこととん ／末崎 茂樹
このあいだになにがあった？ ／佐藤 雅彦

ドラえもん社会ワールド地図のひみつ ／藤子・Ｆ・不二雄 昆虫って、どんなの？ ／いしもり よしひこ
中学受験まんがで学ぶ！国語がニガテな子のための イモリとヤモリ　どこがちがうか、わかる？ ／赤木 かん子
　　　　　　　　　　読解力が身につく７つのコツ ／長尾 誠夫 おれたちのトウモロコシ ／矢嶋 加代子
ぼく、ちきゅうかんさつたい ／松本 聰美 ウォーリアーズ[４-３] ／エリン・ハンター
雨ふる本屋とうずまき天気 ／日向 理恵子 最強戦士ビジュアル大百科
空をけっとばせ ／升井 純子 ５分後に驚愕のどんでん返し
美女と野獣 ／エリザベス・ルドニック ５分後に戦慄のラスト
ＪＣ女子力向上ＢＯＯＫ ／関川 香織 ５分後に涙のラスト
海のぷかぷか ／高久 至（写真）

タイトル名 歌手名 ジャンル
５ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ　Ｂｅｓｔ 家入 レオ 邦楽
ガガガＳＰオールタイムベスト～勘違いで２０年！～ ガガガＳＰ 邦楽
ピンプ・ユア・パスト フェア・ウォーニング 洋楽
ＦＵＮ！ＦＵＮ！ＦＵＮ！―Ｔｈｅ Ｂｅｓｔ Ｄｒｉｖｅ Ｍｕｓｉｃ― オムニバス
睡眠リズムを整えるクラシック クラシック
古典落語入門 ベスト 純邦楽
みんなだいすき日本の昔話のうた 子ども

一般＊その他

じどう＊えほん

じどう＊よみもの・そのた

ＣＤ

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

たなばたにょうぼう
常光 徹 作　　　野村 たかあき 絵

昔、人をばかして悪さをするキツネがいた。そんなキツネを助けた若者が、たに川のおくの一本まつに向かうと、
そこには、虹のように輝く衣がかかっていて・・・。動物のおばけ・キツネが登場する、七夕の由来を描いた絵本。

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。

（http://library.city.yoshinogawa.lg.jp/opac/wopc/pc/pages/TopPage.jsp）


