
沸点桜（ボイルドフラワー） ／北原 真理 月の炎 ／板倉 俊之
国会議員基礎テスト ／黒野 伸一 罪の名前 ／木原 音瀬
謎々将棋・囲碁 ／新井 素子ほか 屍人荘の殺人 ／今村 昌弘
エンディングノート ／山本 譲司 崩れる脳を抱きしめて ／知念 実希人
地検のＳ ／伊兼 源太郎 騙し絵の牙 ／塩田 武士
イザベルに薔薇を ／伊集院 静 ディレイ・エフェクト ／宮内 悠介
そして、バトンは渡された ／瀬尾 まいこ モモコとうさぎ ／大島 真寿美
さよなら、わるい夢たち ／森 晶麿 奥羽関ケ原 ／松永 弘高

刑事の怒り ／薬丸 岳 光点 ／山岡 ミヤ
東京ランナーズ ／渋谷 和宏 映画坂道のアポロン ／豊田 美加
小説禁止令に賛同する ／いとう せいこう 美女は天下の回りもの ／林 真理子
雪子さんの足音 ／木村 紅美 にっぽんの履歴書 ／門井 慶喜

日本再興戦略 ／落合 陽一 精神鑑定はなぜ間違えるのか？ ／岩波 明
亡国の憲法九条 ／慶野 義雄・高乗 正臣 安楽死を遂げるまで ／宮下 洋一
精神科医が教えるちょこっとずぼら老後のすすめ／保坂 隆 あなたを悩ます困った人 ／柴田 豊幸
熟年離婚、したくなければズボラ婚。 ／池田 明子 世界一やさしい！からだ図鑑
人を楽にしてくれる国・日本 ／シンシアリー まんがでわかる隣のサイコパス ／ポンプラボシナリオ
親族を代表して、成年後見のしくみについて だまされない 健康に関する「常識」は間違いだらけ／鎌田 實
　　　　　　　専門家に聞いてきました／小林 禎周・三崎 高治 医師が実践する超・食事術 ／稲島 司
日本で１日に起きていることを調べてみた ／宇田川 勝司 いっしょに食べよう ／川口 美喜子
死者と先祖の話 ／山折 哲雄 一流の人はなぜ風邪をひかないのか？ ／裴 英洙

スープ、チャウダー、ポタージュ 毎日おいしい！ 大原千鶴の和食 ／大原 千鶴
３０ｄａｙｓやせレシピ 人気店のおつまみ１６３
つくりおきと段取りで料理上手の１週間 もっとラクする半調理 ／スガ
帰り遅いけどこんなスープなら作れそう ／有賀 薫 農家が教える梅づくし
さばかないデリ風魚介レシピ ／真藤 麻衣子 たのしい手づくり子そだて ／良原 リエ
超簡単なので自炊やってみた。 私をぐっと素敵に見せる大人のおしゃれのひとさじ ／ｃｈｉｚｕ
手づくり絶品レトロパン ／山崎 豊 タオルでつくりたいもの ／かわい きみ子
季節の果実をめぐる１１４の愛で方、食べ方 ／中川 たま ａｋｉｉｃｏ Ｂｅａｕｔｙ ／田中 亜希子
おいしい処方箋オリーブオイル・レシピ ／北村 光世 赤ちゃんが夜早く、長く眠るかんたん☆ねんねトレーニングＢＯＯＫ

／伊藤 かよこ

自動人形（オートマトン）の城 ／川添 愛 人生はドラマ、そのまんなかに私。 ／安元 敦子
「言葉」が人生を変えるしくみその最終結論。 ／石田 久二 整える、こと ／広瀬 裕子

一般＊その他

2018年4月

一般＊文学

一般＊社会・医学

一般＊家政学

山川図書館 新刊のおしらせ

愛が挟み撃ち   前田 司郎   著   

３６歳の京子ともうすぐ４０歳の俊介。結婚して６年目の夫婦の悩みは、子どもができないこと。愛なんてこの世にな 

いかもしれない。でも、京子に子どもが生まれたならば。諦めきれない俊介が提案したのは、驚くべき解決策だった。 

男２人と女１人。過去が思いがけない形で未来へと接続される、愛をめぐる危うい心理劇。 

 



悩みが消える「勇気」の心理学 ／永藤 かおる ７日間で運命の人に出会う！頭脳派女子の婚活力／佐藤 律子
維新史再考 ／三谷 博 まちづくりの非常識な教科書 ／吉川 美貴
ありえない１３８億年史 ／ウォルター・アルバレス 基礎からわかるおいしいモモ栽培 ／富田 晃
美しき小さな雑草の花図鑑 ／多田 多恵子 テツ語辞典 ／栗原 景
無印良品の文房具。 いちばんていねいな、基本のデッサン ／小椋 芳子
気持ち伝える文具と手紙 宝石 欲望と錯覚の世界史 ／エイジャー・レイデン
わたしの「ノート＆手帳」ルール Ｌｉｌｙ ／石田 ゆり子
名建築の歴史図鑑 ／オーウェン・ホプキンス 大谷翔平挑戦

ぼくのどうぶつえん ／山村 浩二 いただきます ／新井 洋行
くまがまく ／丸山 誠司 じゃぶじゃぶじゃぐちくん ／新井 洋行
すてきなロウソク ／長田 真作 はーい ばーい ／はぎの ちなつ
きょうのおやつはなんだろな？ ／ふじもと のりこ ばすくんのともだち ／なかや みわ
ぼくの弟は宇宙人 ／西 ゆう きつねうどんたぬきうどん ／古内 ヨシ
ドキドキ！おばけのにゅうがくしき ／大木 あきこ ぼくのきもちはね ／コリ・ドーフェルド
動物たちは、建築家！ ／フリオ・アントニオ・ブラスコ はるのワンピースをつくりに ／布川 愛子
くまのこポーロ ／前田 まゆみ きょう、おともだちができたの ／種村 有希子
せかいいちのサンドイッチ ／西内 としお ぼくのきいろいくつした ／かんの ゆきこ
まいごのてがみ ／平岡 瞳 いっしょのちがうもの ／エイイチ
パズルでめぐる世界の旅／アレクサンドラ・アーティーモウスカ だれのいす？ ／クリストファー・ウェイアント
ネルはいぬのめいたんてい ／サラ・オギルヴィー へんてこロボ ／セルジオ・ルッツィア
映画きかんしゃトーマスとびだせ！友情の大冒険 フランクリンの空とぶ本やさん ／ケイティ・ハーネット

／ウィルバート・オードリー

おやこで楽しむ講談入門 ／マリア・ファラー 今日よりは明日はきっと良くなると ／茂市 久美子
１０分で読める偉人の言葉教えと名言８０ ／小俣 麦穂 花見べんとう ／二宮 由紀子
「負けてられねぇ」と今日も畑に ／堀口 泰生 ルソンバンの大奇術 ／牡丹 靖佳
なまむぎなまごめ早口ことば ／久住 昌之 なみきビブリオバトル・ストーリー ［２］ ／森川 成美
川のむこうの図書館 ／斉藤 洋 マンガでわかる！１０代に伝えたい名言集 ／定政 敬子
ぼくのネコがロボットになった ／ジョー・コットリル 二人でなら、世界一になれる！ ／光丘 真理
おとうさんとあいうえお ／かさい まり 笑うのだれじゃだじゃれあそび ／ながた みかこ
そうだったのか！しゅんかん図鑑 ／森 冬生 ぼくのパパは一本足 ／フランチェスコ・メニケッラ
となりの火星人 ／新井 けいこ やる気を出したい人成績を上げたい人のための
さよなら、ぼくらの千代商店 中学の勉強のトリセツ ／梁川 由香
わたしの空と五・七・五 はじめてまなぶもちかたのえほん
学校にある道具使い方事典 キャラクターでわかる星と宇宙
恋するいきもの図鑑 マンガ小学生の英語はじめてレッスン

ルドルフとイッパイアッテナ キッズ・ファミリー

美女と野獣 洋画
ブリジット・ジョーンズの日記　ダメな私の最後のモテ期 洋画

タイトル名 ジャンル
しゃぼん玉 邦画

じどう＊えほん

じどう＊よみもの・そのた

ＤＶＤ

 吉野川市立山川図書館 
                    電話 0883-42-5222 
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ぎゅ～っ！   いしづ ちひろ  さく  くまざわ ゆうこ  え 

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） 

赤ちゃんが、わんちゃんのもこもこ頭をなでなでします。つぎは、鉢の中のきん 
ぎょさんのとんがりおくちに、おでこをぴたっ。そのつぎは…。親子でいっしょに 
「ぎゅ～っ！」をする、しあわせいっぱい赤ちゃん絵本。 
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