
囚われの島 ／谷崎 由依 キッズファイヤー・ドットコム ／海猫沢 めろん
ネタ元 ／堂場 瞬一 ソロ ＳＯＬＯ ／笹本 稜平
黄泉坂案内人 ３条目 ／仁木 英之 ランニング・ワイルド ／堂場 瞬一
祝言島 ／真梨 幸子 青空に飛ぶ ／鴻上 尚史
悪女の品格 ／辻堂 ゆめ 二度めの夏、二度と会えない君 ／赤城 大空
言の葉の庭 ／加納 新太 Ａｎｋ：ａ ｍｉｒｒｏｒｉｎｇ ａｐｅ ／佐藤 究
アテナの銀貨 ／中村 克博 移植医たち ／谷村 志穂
パラダイスィー８ ／雪舟 えま 十三階の女 ／吉川 英梨
迷―まよう― アンソロジー ／大沢 在昌・乙一ほか さらさら流る ／柚木 麻子
惑―まどう― アンソロジー ／大崎 梢・加納 朋子ほか 盤上の向日葵 ／柚月 裕子
僕には世界がふたつある ／ニール・シャスタマン 夜空に泳ぐチョコレートグラミー ／町田 そのこ
おれたちを跨ぐな！ ／椎名 誠 山崎豊子と<男>たち ／大澤 真幸
弟は僕のヒーロー ／ジャコモ・マッツァリオール 茨木のり子の献立帖 ／茨木 のり子

未来の年表 ／河合 雅司 売上が伸びる手書きＰＯＰ ／井口 裕子
仕事が思い通りにできる心理術 ／櫻井 勝彦 「もしも」に役立つ！おやこで防災力アップ ／今泉 マユ子
２１世紀の民俗学 ／畑中 章宏 子どもの学力は「ふせんノート」で伸びる ／栗田 正行
にっぽん猫島紀行 ／瀬戸内 みなみ １日７分の絵本で子どもの頭はみるみる良くなる！
不便でも気にしないフランス人、便利なのに不安な日本人 ／浜島 代志子

／西村・プペ カリン 発達障害の子のためのハローワーク

まちがいだらけの老人介護 ／船瀬 俊介 痛み・鎮痛のしくみ
これならわかる！心電図の読み方 ／大島 一太 栄養素図鑑と食べ方テク
体内疲労をとる５分間内臓ウォーキング ／田川 直樹 安全な食材は自分でえらぶ ／野本 健司
世界の最新医学が証明した究極の疲れないカラダ／仲野 広倫 いきなりサイエンス ／ミッチェル・モフィットほか
世界一やさしい！おくすり図鑑 実とタネキャラクター図鑑 ／多田 多恵子
白内障・緑内障・黄斑変性症を自力で 惑星のきほん ／室井 恭子・水谷 有宏

　　　ぐんぐん治すコツがわかる本 図解身近にあふれる「科学」が３時間でわかる本 ／左巻 健男

毎日食べたい混ぜごはん ／秋元 薫 家の満足度を高める素材と仕上げのすべてがわかる本
しゃなママごはん［３］ ／前田 美智子 もっと簡単に暮らせ ／ちゃくま
毎日のごはんは、これでいい ／牛尾 理恵ほか 赤ちゃんとママがぐっすり眠れる本
知っておいしい保存食事典 パパは脳研究者 ／池谷 裕二
かんたん！おいしい！ジュニアのためのスポーツごはん 子育てに大切なのはお母さんが楽しく生きることです。
日本茶の図鑑 ／早乙女 紀代美
美しくなる判断がどんな時もできる ／長井 かおり

山川図書館 新刊のおしらせ
2017年10月

一般＊文学

一般＊社会・産業

一般＊医学・自然科学

一般＊家政学

Ｒ帝国      中村 文則 著   

舞台は、近未来の架空の島国・Ｒ帝国。しかし、私たちが生きている世界の構図を解りやすく例えて描き出して
見せた、人間の愚かな構造を見事に描き出されている。ある日、矢崎はＲ帝国が隣国と戦争を始めたことを知る。
だが、何かがおかしい。国家を支配する絶対的な存在”党”と、謎の組織「Ｌ」。やがて世界は、思わぬ方向へと
暴走していく。世界の真実を炙り出す驚愕の物語。『教団Ｘ』の衝撃、再び！ 全体主義の恐怖を描いた傑作。 
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スマホ１つでかんたん作成！ＬＩＮＥスタンプ作り方手帖 るるぶ徳島鳴門祖谷渓　２０１７
／ｐｒｉｍａｒｙ ｉｎｃ．， 日本百低山

働きたくないイタチと言葉がわかるロボット ／川添 愛 エリア別だから流れがつながる世界史
すぐやる力やり抜く力 ／児玉 光雄 歌舞伎の解剖図鑑 ／辻 和子
おとなのきほん ／松浦 弥太郎 花のない花屋 ／東 信
何もかも思いのままにできる人のマインドスイッチ３６５の極意 小論文これだけ！ ／樋口 裕一

／久瑠 あさ美 ちはやふる［３５］ ／末次 由紀
卓球の新しい教科書 ／近藤 欽司 ＯＮＥＰＩＥＣＥ［８６］ ／尾田 栄一郎
天才棋士降臨・藤井聡太 銀の匙［１４］ ／荒川 弘

みなみへ ／ダニエル・ダンカン このママにきーめた！ ／のぶみ
おつきみバス ／藤本 ともひこ もしかしてオオカミ！？ ／グレゴワール・マビール
おしりのねっこ ／林 なつこ ぼくんちのねこまたフーじぃ ／青山 友美
とりこしふくろう ／滑川 まい そらの１００かいだてのいえ ／いわい としお
うるさいアパート ／ブライアン・ビッグズ だいぶつさまのうんどうかい ／中川 学
ようかいでんしゃ ／ドーリー ねずみくんといたずらビムくん ／上野 紀子
きみはライオン！ ／ユ テウン 地面の下をのぞいてみれば… ／スティーブン・ウッド
おにぎりのひみつ ／かとう まふみ 怪盗グルーのミニオン大脱走さがして！みつけて！
ブタのドーナツやさん ／谷口 智則 ／フラクチャード・ピクセルズ
皿たろうだいかつやく！ ／マスダ ケイコ トリックアートハロウィーン ／グループ・コロンブス

かえたい二人 ／令丈 ヒロ子 おばけのアッチ　ドララちゃんとドララちゃん ／角野 栄子
恋する熱気球 ／梨屋 アリエ プログラミングは、ロボットから始めよう！
拝啓、お母さん ／佐和 みずえ ／加藤エルテス 聡志
高校図書館デイズ ／成田 康子 寿命図鑑
みんなの防災えほん ／ＹＵＵ（ゆう） 世界のくるま図鑑２５００
わたしの苦手なあの子 ／朝比奈 蓉子 みんなのうた絵本１２３曲
１０分で読めるこわ～い落語 ／土門 トキオ 最強ライバルビジュアル大百科
空で出会ったふしぎな人たち ／斉藤 洋 羽生善治はじめての子ども将棋
珍獣ドクターのドタバタ診察日記 ／田向 健一 イラストでわかる都道府県じてん
子どもの手芸楽しいかわいいボンボン ／寺西 恵里子

一般＊その他

じどう＊えほん

じどう＊よみもの・そのた

ＤＶＤ

タイトル名 ジャンル
聖の青春 邦画
キセキ　あの日のソビト 邦画
ミス・ペレグリンと奇妙なこどもたち 洋画
聲の形 キッズ・ファミリー

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

赤い金魚と赤いとうがらし     高橋 久美子 さく  福田 利之 え 

 小さな家の小さな金魚鉢に住む赤い金魚ピッピロ。ひとりぼっちの金魚鉢の中に、ある日、
赤くてからいやつが落ちてきて…。繊細かつ大胆な描写は、絵本から飛び出して来そうなほ
ど生き生きと描かれています。作者が紡いだ不思議な物語に、さらにもうひとつの魔法をか
けています。    

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） 

小さな子も楽しめる、ひがらなとカタカナの絵本 
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