
ファイト ／佐藤 賢一 真ん中の子どもたち ／温 又柔
カンパニー ／伊吹 有喜 四時過ぎの船 ／古川 真人
薫風ただなか ／あさの あつこ 涙香迷宮 ／竹本 健治
さいとう市立さいとう高校野球部［３］ ／あさの あつこ 嵯峨野花譜 ／葉室 麟
影裏 ／沼田 真佑 潔白 ／青木 俊
ｄｅｌｅ ／本多 孝好 書店ガール［６］ ／碧野 圭
悪寒 ／伊岡 瞬 とるとだす ／畠中 恵
明治乙女物語 ／滝沢 志郎 俺たちはそれを奇跡と呼ぶのかもしれない ／水沢 秋生
小説あなたのことはそれほど［下］ ／青山 美智子 南風（みなみ）吹く ／森谷 明子
おんな城主直虎［３］ ／豊田 美加 忍物語 ／西尾 維新
あなたの夫は素晴らしい人だと叫びたくなる ／渡辺 千穂 １ランクアップのための俳句特訓塾 ／ひらの こぼ

凹まない練習 ／かおり＆ゆかり 洋裁文化と日本のファッション ／井上 雅人
女５０歳からの１００歳人生の生き方 ／小島 貴子 時刻表探検
子や孫にしばられない生き方 ／河村 都 子どもといっしょが楽しいおうち歳時記

／季節の遊びを楽しむ会

象徴天皇制の成立 ／茶谷 誠一 ポップカルチャーを哲学する ／高橋 優子
博報堂のすごい打ち合わせ 物流大激突 ／角井 亮一

／博報堂ブランド・イノベーションデザイン局 協同組合の源流と未来
富山市議はなぜ１４人も辞めたのか 日本懐かし鉄道大全 ／櫻田 純

／チューリップテレビ取材班 飼い主のための犬種図鑑ベスト１８５ ／藤原 尚太郎
「家系図」と「お屋敷」で読み解く歴代総理大臣 昭和・平成篇 ときめく金魚図鑑 ／尾園 暁

／竹内 正浩 使える！保育のあそびネタ集 ／井上 明美
「気になる子」にはこう対応してみよう ／上原 文

死体鑑定医の告白 ／上野 正彦 作りおきサラダＳＰＥＣＩＡＬ
カラダの知恵 ／三村 芳和 毎日のホーローレシピ ／真藤 舞衣子
口から食べる幸せを守る ／小山 珠美 電子レンジでつくるシニアのらくらく１人分ごはん ／村田 裕子
モデルが秘密にしたがる体幹リセットダイエット ／佐久間 健一 １５ｃｍ丸型で作るとっておきのケーキ ／小田川 さなえ
ＦＯＯＤ ＬＩＳＴ健康美人をつくる５０の食習慣 ／加藤 初美 居酒屋ダイエット ／松田 真紀
セルフリノベーションの教科書 ／坂田 夏水 プチプラ・メンズコーデ術
みんなの暮らし日記 ミニマリストの持ちもの帖 ／尾崎 友吏子

後悔しないモノ選び ／ひより
もっと、やめてみた。 ／わたなべ ぽん
まめ日和 ／横峰 沙弥香

一般＊医学・家政学
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一般＊文学

一般＊哲学・歴史・地理

一般＊社会・産業

山川図書館 新刊のおしらせ

ＡＸ      伊坂 幸太郎   著   

伊坂幸太郎、史上最強のエンタメ小説＜シリーズ＞『グラスホッパー』『マリアビートル』に連なる、
待望の最新作！《兜》を主人公とした、『ＡＸ』『ＢＥＥ』『Ｃｒａｙｏｎ』『ＥＸＩＴ』『ＦＩＮ
Ｅ』の全５編からなる連作短編集。《兜》の表の顔は営業マン。裏の顔は一流の凄腕ヒットマンだが、
妻には全く頭が上がらない恐妻家。引退を考えながらも軽々任務をこなしてしまう《兜》は意外な人物か
ら襲撃を受け・・・。 



せつない動物図鑑 ／ブルック・バーカー クイズで覚える日本の二十四節気＆七十二候
怖くて眠れなくなる植物学 ／稲垣 栄洋 「男はつらいよ」を旅する ／川本 三郎
星座の図鑑 ／沼澤 茂美・脇屋 奈々代 『君の名は。』の交響
危険生物ファーストエイドハンドブック 海編 名探偵コナン［９３］ ／青山 剛昌

ぱかっ ／森 あさ子 これ、みえるかな？ ／荒井 宏幸
ゆめねこ ／真珠 まりこ はくぶつかんのよる ／イザベル・シムレール
ばけバケツ ／軽部 武宏 とらきちのいいところ ／Ｈ＠Ｌ（はる）
おしりびより ／酒巻 恵 きょうりゅうオーディション ／たしろ ちさと
ぬけちゃった ／スティーブ・アントニー そらをとびたかったペンギン ／はやし みこ
カノンとタクト ／山田 和明 ちょっぴりおかしなどうぶつえん ／アリソン・ジェイ
おこらせるくん ／のぶみ うちゅうのそとをみてきたんだ ／ごみた こずえ
へんしんテスト ／あきやま ただし ガーコとリチャードのあいことば ／佐々木 一澄
おかあさんはね ／トム・リヒテンヘルド おやすみおやすみみんなおやすみ ／かのう かりん
オニのきもだめし ／岡田 よしたか シロクマくつや　すてきななつやすみ ／おおで ゆかこ
こらっ、どろぼう！ ／ピエール・プラット 見つけておぼえる！さがし絵タウン道路標識 ／永井 もりいち
いのちのたべもの ／加藤 休ミ はじめてのディズニーキャラクターずかん

たべかたのえほん ／石田 栞音 キャプテン[３] ／山田 明
マイナス・ヒーロー ／落合 由佳 いえのおばけずかん　ざしきわらし ／斉藤 洋
メアリと魔女の花 ／メアリー・スチュアート なみきビブリオバトル・ストーリー ／赤羽 じゅんこ  他
青いスタートライン ／高田 由紀子 たべものはどこからやってくる？／アゴスティーノ・トライーニ
おもいやりの絵本 ／ＷＩＬＬこども知育研究所 ５分後に思わず涙。　青い星の小さな出来事 ／桃戸 ハル
もうひとつのＷＯＮＤＥＲ ／Ｒ．Ｊ．パラシオ ５秒後に意外な結末　ミノタウロスの青い迷宮 ／桃戸 ハル
かいけつゾロリのかいていたんけん ／原 ゆたか 知ってハナダカ！文房具のひみつ箱
１０１のビジュアル・イリュージョン ／サム・タプリン しぜんかがくおもしろはっけん！図鑑
みんなで考える小学生のマナー　社会のルールがわかる本 ５分間で心にしみるストーリー

／ジュニアマナーズ協会 ５分後に後味の悪いラスト
ドラえもん科学ワールドｓｐｅｃｉａｌ食べ物とお菓子の世界 図解大事典世界の妖怪

／藤子・Ｆ・不二雄 ５分後に感動のラスト

盆踊り ベスト 純邦楽
コロムビアキッズ わくわく どうぶつ だいしゅうごう！ 子ども

Ａｌｌ Ｔｉｍｅ Ｂｅｓｔ Ａｌｂｕｍ ＴＨＥ ＦＩＧＨＴＩＮＧ ＭＡＮ エレファントカシマシ 邦楽
♯ＴＷＩＣＥ ＴＷＩＣＥ Ｋ－ＰＯＰ

ジャンル
ＡＬＬ ＴＩＭＥ ＢＥＳＴ 安全地帯 邦楽
Ａｌｌ Ｔｉｍｅ Ｂｅｓｔ ハタモトヒロ 秦 基博 邦楽

じどう＊えほん

じどう＊よみもの・そのた

ＣＤ

タイトル名 歌手名

一般＊その他

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

ごめんなさい     サトシン さく  羽尻 利門 え 

「しっかりしなさい！」「せっかく買ってあげたのに！」子どもをつい、大きな声で叱ってしまうこと
がありませんか？でも、子どもには子どもの言い分があるのです。親と子それぞれの気持ちをあたたか
く描いた絵本でもあり、ＮＨＫ番組「みいつけた！」の「おてて絵本」で知られる真っ赤な王冠をか
ぶった絵本作家のサトシンさんが、徳島在住の絵本作家で画家の羽尻利門さんとコラボした絵本。 

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） 


