
アノニム ／原田 マハ 星の子 ／今村 夏子
災神 ／江島 周 コンビ ／畑野 智美
昼顔 ／百瀬 しのぶ 黒い波紋 ／曽根 圭介
疑薬 ／鏑木 蓮 デンジャラス ／桐野 夏生
里山奇談 ／ｃо ｃо 　他 満月の泥枕 ／道尾 秀介
最愛の子ども ／松浦 理英子 敵の名は、宮本武蔵 ／木下 昌輝
古都再見 ／葉室 麟 増山超能力師大戦争 ／誉田 哲也
Ｒ．Ｓ．ヴィラセニョール ／乙川 優三郎 探偵さえいなければ ／東川 篤哉
小説あなたのことはそれほど［上］ ／青山 美智子 あとは野となれ大和撫子 ／宮内 悠介
映画兄に愛されすぎて困ってます ／豊田 美加 あなたならどうする ／井上 荒野

会津執権の栄誉 ／佐藤 巖太郎 女の子が生きていくときに、覚えていてほしいこと／西原 理恵子
工学部ヒラノ教授のはじまりの場所 ／今野 浩 もし文豪たちがカップ焼きそばの作り方を書いたら
わたしたちは銀のフォークと薬を手にして ／島本 理生 ／神田 桂一　他

そこらじゅうにて ／宮田 珠己 暗い時代の人々 ／森 まゆみ
人を動かす「仕掛け」 ／松村 真宏 ブラタモリ　７　京都（嵐山・伏見） 志摩 伊勢（伊勢神宮・お伊勢参り）

先延ばしは１冊のノートでなくなる ／大平 信孝 ブラタモリ　８　横浜 横須賀 会津 会津磐梯山 高尾山

「最速で考える力」を東大の現代文で手に入れる 大学的徳島ガイド　こだわりの歩き方
／相澤 理 るるぶ四国 ’１８

孤独死大国 ／菅野 久美子 老後不安がなくなる定年男子の流儀 ／大江 英樹
共謀罪の何が問題か ／高山 佳奈子 あの会社はこうして潰れた ／藤森 徹
できる人の、脳の「引き出し」「スイッチ」「ブレーキ」 保育園の主菜・副菜 ／末次 敦子

／米山 公啓

読むだけで深～い眠りにつける１０の話 ／菊地 克仁 夏つまみ　暑い季節を美味しくすごす ／きじま りゅうた
脳を鍛える茂木式マインドフルネス ／茂木 健一郎 バランスごはん ／有元 葉子
ひとめでわかるのんではいけない薬大事典 ／浜 六郎 「銀座鮨青木」主人のやさしく教えるすしのきほん ／青木 利勝
まんがでわかる自律神経の整え方 ／小林 弘幸　他 離れている家族に冷凍お届けごはん ／上田 淳子
マンガでわかるまるごと栄養図鑑 ／代居 真知子 てんきち母ちゃんの茶色いおかずばっかり！ ／井上 かなえ
子どもに食べさせたくない遺伝子組み換え食品 基本のイタリアン　おうちでパパッと&作りおきもできる

／天笠 啓祐　他 よくわかる統合失調症　ねばり強い治療で、回復と自立をめざす
糖質制限で子どもが変わる！三島塾レシピ ／三島 学 病気にならない２１の鉄則
孫育ての新常識 ／小屋野 恵 知っておいしいスパイス事典
作るのカンタン平らなワンコ服１２か月 ／ピポン 簡単！極旨！そうめんレシピ
５５歳からはじめる長い人生後半戦のお金の習慣 ／深野 康彦 心地のいいキッチン収納＆片づけワザ
「生活の木」の手作り石けんの基本 ／梅原 亜也子 一番わかりやすいきもののお手入れ＆お直し
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     あなたの隣にいる孤独      樋口 有介  著   

＜あの人＞から逃れるために、母親と二人で町から町を転々としてきた１４歳の玲菜には戸籍がない。 
一人で勉強する玲菜のために教科書を探してくれるリサイクルショップの主人・秋吉とその孫の牧生 
とも顔見知りになったある日、「＜あの人＞に見つかった」という電話を最後に、母親が姿を消した。 
学校とも社会ともつながりのない少女をひとり残して・・・。 



画題でみる禅画入門 ／浅井 京子 ３ステップ上達法はじめての花の活け方 ／永塚 慎一
足で歩いた頃のこと ／星野 富弘 リンゴを食べる教科書 ／丹野 清志
やさしい絵入り扇子・色紙・短冊・はがきの書き方 あぁ、だから一人はいやなんだ。 ／いとう あさこ

／奥平 朋子 はかりきれない世界の単位 ／米澤 敬
ここが肝心！語彙力のヘソ ／山口 謠司 体のコリがすべて消える究極のストレッチ ／中村 格子
誤解されやすい方言小辞典 ／篠崎 晃一 フェイスブック　不屈の未来戦略 ／マイク・ホフリンガー
初心者のためのドラム講座　２０１７ ／自由現代社編集部 おいしいものには理由（わけ）がある ／樋口 直哉
芭蕉という修羅 ／嵐山 光三郎 今日も妻のくつ下は、片方ない。 ／劔 樹人
もっとヘンな論文 ／サンキュータツオ おじいちゃんとパン ／たな
図解最新ネットビジネスの法律と あるかしら書店 ／ヨシタケ シンスケ
　　　　　　　　　　　　　　トラブル解決法がわかる事典 星のきほん ／駒井 仁南子

ことだーま ／ふくはら しゅんじ どんぐりと山猫 ／いもと ようこ
むしさんなんのぎょうれつ？ ／オームラ トモコ あめのひ ／サム・アッシャー
だじゃれ世界一周 ／長谷川 義史 かわうそ３きょうだいとらのまき ／あべ 弘士
かわをむきかけたサトモちゃん ／織茂 恭子 そーっとそーっとひらいてみよう ／ニコラ・オバーン
おねしょちゃんとなおったね ／宮野 聡子 ネズミのゆうびんやさん ／マリアンヌ・デュブク
ばけばけばけばけばけたくん　ばけくらべの巻 ／岩田 明子 さがそう！マイゴノビートル ／やました こうへい
ほね、ほね、きょうりゅうのほね ／バイロン・バートン ごはんごはん ／内山 悠子

給食室の日曜日　ゆれるバレンタインデー ／村上 しいこ 恐竜ランキング超大百科 ／ライブ
ぐるりと ／島崎 町 ん　ひらがな大へんしん！ ／まつもと さとみ
キャプテン[２] ／山田 明 ひらめき！おもしろ！なぞなぞ大百科 ／なぞなぞ研究所
貴族探偵 ／麻耶 雄嵩 いただきます図鑑
貴族探偵対女探偵 ／麻耶 雄嵩 はまべでひろったよ
好きなものだけ食べてなぜ悪い？ ／可野 倫子 まんが四字熟語大辞典
夏休み！発酵菌ですぐできるおいしい自由研究 ／小倉 ヒラク おもしろこども工作大集合
ピンクのドラゴンをさがしています ／あんびる やすこ 野菜と栄養素キャラクター図鑑
ジャンケンの神さま ／くすのき しげのり 小学生のかっこいい！！自由研究
こうちゃんとぼく ／くすのき しげのり ワクワク！かわいい！自由研究大じてん
メアリと魔女の花 ／メアリー・スチュアート

ハドソン川の奇跡 洋画
アイス・エイジ５ キッズ・ファミリー

オケ老人！ 邦画
超高速！参勤交代リターンズ 邦画

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

一般＊その他

 吉野川市立山川図書館 
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空をつくる    村尾 亘  作 

土地や空間をうばいあうように、せいたかのっぽのお家が次々と建てられていき、 

空が見えなくなってしまった動物の町。悩んだ住人たちは、あるアイディアを思いつく。 
「町中を空の絵でいっぱいにする」 

注文を受けた絵描きのサルは家や壁に本物そっくりの絵を描いていくが…。 

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） 


