
花のいのち ／瀬戸内 寂聴 本のエンドロール ／安藤 祐介
花ひいらぎの街角 ／吉永 南央 スイート・ホーム ／原田 マハ
少数株主 ／牛島 信 エンディング・パラダイス ／佐江 衆一
長く高い壁 ／浅田 次郎 大国主命の国譲り[上・下] ／神尾 正武
かちがらす ／植松 三十里 わたしの忘れ物 ／乾 ルカ
私はあなたの記憶のなかに ／角田 光代 にらみ ／長岡 弘樹
青くて痛くて脆い ／住野 よる 悪徳の輪舞曲 ／中山 七里
おまじない ／西 加奈子 雨と詩人と落花と ／葉室 麟
わろてんか[下] ／青木 邦子 消えた断章 ／深木 章子
悲球伝 ／西尾 維新 魔力の胎動 ／東野 圭吾

わかって下さい ／藤田 宜永 極小農園日記 ／荻原 浩
夏井いつきの「花」の歳時記 ／夏井 いつき 最後まで、あるがまま行く ／日野原 重明
ほどほど快適生活百科 ／群 ようこ 人生の美学 　 ／河合 聡
酒の渚 ／さだ まさし

あなたはそのままで愛されている ／渡辺 和子
　 　　　すごい「引き寄せの法則」 老いる勇気 ／岸見 一郎
まいにちをよくする５００の言葉 ／松浦 弥太郎 西南戦争民衆の記 ／長野 浩典
脳リミットのはずし方 ／茂木 健一郎 全国キャンプ場ガイド ’１８-’１９　西日本編

経済用語イラスト図鑑 ／鈴木 一之 ＮＹとワシントンのアメリカ人が
お金を少しでも増やしたい   　　　　　　　クスリと笑う日本人の洋服と仕草 ／安積 陽子
  　　　　　　　　人のための投資信託入門 ／朝倉 智也 最新失敗しない！後悔しない！
ふるさと納税完全ガイド　２０１８年最新版 　   　　　　　　　　　マイホームの建て方・買い方 ／小野 信一
ＡＩとＢＩはいかに人間を変えるのか ／波頭 亮 Ｓｈｏｅｓ ／ジョン・ピーコック
おカネの教室 ／高井 浩章

東大が調べてわかった 毎日のカラダが楽になる最高の疲労回復法 ／杉岡 充爾
 　　　　　　　　 衰えない人の生活習慣 ／飯島 勝矢 いちばん見やすい！週末２時間で
家事の合間にできるこころと体を癒す１０秒ストレッチ  　　　　　　　　　　作れる！1週間分のおかず ／結城 寿美江
人類の進化が病を生んだ ／ジェレミー・テイラー
偉大なる宇宙の物語 ／ローレンス・クラウス ラクラク作れて、男子も女子も喜ぶ！
自然散策が楽しくなる！   　　　　　　　　　　中高生の大満足弁当３００ ／上島 亜紀
  　　　　　見分け・聞きわけ野鳥図鑑 つくおきのじみべん ／ｎｏｚｏｍｉ
現場で使える！早引き パン図鑑 　
   　　　　　　　介護のための薬剤事典 まっすぐ縫って作ろう！服＆バッグ 　
自分で治す！腱鞘炎 ／高林 孝光 週末１５分そうじ術 ／鈴木 美帆子

　

四季ｄａｎｃｙｕ春の定番。

山川図書館 新刊のおしらせ
2018年5月

一般＊文学

一般＊医学・家政学

／すごい引き寄せ！研究会

お金と縁がなだれ込む！

一般＊哲学・歴史・地理

一般＊社会

深夜の電話が、母と息子の日常を奪い去った。疑心、恐怖、そして怒り。壊れてしまった家族が、 

たどりつく場所は・・・。母の覚悟と、息子の決意。辻村深月が贈る、一家の再生の物語。 

青空と逃げる   辻村 深月 著   



魔女っ子司書と図書館のたね ／八巻 千穂 ONE　PIECE[８８] ／尾田 栄一郎
絶滅危惧種ビジネス ／エミリー・ボイト 人生はおもしろがった人の勝ち ／萩本 欽一

入社１年目人前であがらずに話す教科書 ／金森 たかこ
猫の世界史 ／キャサリン・Ｍ．ロジャーズ たった３行！心を添える一筆せん。 ／臼井 由妃
クラシック音楽とは何か ／岡田 暁生

もしぼくが本だったら ／アンドレ・レトリア おばあちゃんとおんなじ ／なかざわ くみこ
どうぶつだあれかな ／かきもと こうぞう ぼくはちいさくてしろい ／ミウラ ナオコ
おみせやさんでんしゃ ／いまいずみ やすこ はなちゃんおとなになります ／千葉 智江
あいさつってたのしい ／松田 奈那子 うんどうかいがんばれよーいドンの日！ ／たちもと みちこ
としおくんむし ／高畠 那生 あのとき、そこにきみがいた。 ／やじま ますみ
きみはりっぱなマジシャンだ！ ／アシュレイ・エバンソン こいのぼりくんのさんぽ ／たかお ゆうこ
ぎょうれつのできるチョコレートやさん ／ふくざわ ゆみこ あーん ／市原 淳
かぜかぜかぜ ／山田 美津子 でんしゃにのるよひとりでのるよ ／宮澤 ナツ
はじめてのがっこう ／フルール･ウリー やさしいたんぽぽ ／南塚 直子
だんごむしのおうち ／たしろ ちさと おべんとうしろくま ／柴田 ケイコ
うでのいいくつや ／澤野 秋文 はるをつかまえたうさぎちゃん ／いもと ようこ
２ひきのさかな ／にしい あきのり

／さそり山 かずき 奇譚ルーム ／はやみね かおる
戦国ストライカー！ ／海藤 つかさ 魔女バジルと魔法の剣 ／茂市 久美子
おじいちゃんとおかしな家 ／西 美音 古い道具と昔のくらし事典
コーヒー豆を追いかけて ／原田 一宏 都会のトム＆ソーヤ[１５] ／はやみね かおる
ぼくはなんでもできるもん ／いとう みく 日曜日の王国 ／日向 理恵子
どろぼう団をつかまえろ ／イソビ研究所 ５分後に恋するラスト
アナと雪の女王あいうえお ５分後に笑えるどんでん返し
おしりたんていあやうしたんていじむしょ ／トロル リメンバー・ミー
リメンバー･ミー ／アンジェラ・セルバンテス みんなのおばけずかん ／斉藤 洋
交響曲「第九」歓びよ未来へ！ ／くすのき しげのり 救助犬エリーの物語 ／Ｗ．ブルース・キャメロン
痛快！天才キッズ・ミッチ― ／宗田 理 その景色をさがして ／中山 聖子
アナと雪の女王

ＴＨＥ ＢＥＳＴ ｏｆ ＧＯＬＤＥＮ☆ＢＥＳＴ～アイドル～ 邦楽

ＦLＯＷ ＴＨＥ ＢＥＳＴ～アニメ縛り～

グレイテスト・ヒッツ 洋楽
ヒーリング

アニメ
みてきいてまいにちれんしゅうソング～ハブラシ電車・うんちっこマーチ～ 子ども

オルゴール･セレクション 歌姫

ジャンル
ＢＥＳＴ 三浦 大知 邦楽
しおりごと-ＢＥＳＴ- 新山 詩織 邦楽

超図解野菜の仕立て方の裏ワザ

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

超もりあがる！５分間ゲーム

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

さやかちゃん   こば ようこ  著 

お日さまのようなまぶしい笑顔の転校生、さやかちゃん。声をかけられた小２のしゅうとはドキン！ある時、 

さやかちゃんの家で一緒に宿題をすることになり...。男の子の初恋をやさしいまなざしで描く。 

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） 


