
真夜中の子供  ／辻 仁成 百歳人生を生きるヒント  ／五木 寛之
悪玉伝  ／朝井 まかて 桃紅一〇五歳好きなものと生きる  ／篠田 桃紅
マトリョーシカ・ブラッド ／呉 勝浩 オンナの奥義 ／阿川 佐和子 ほか
引火点 ／笹本 稜平 日傘を差す女 ／伊集院 静
インジョーカー ／深町 秋生 私が誰かわかりますか  ／谷川 直子
スケルトン・キー ／道尾 秀介 通過者 ／ジャン=クリストフ・グランジェ
咳をしても一人と一匹 ／群 ようこ 小説響-ＨＩＢＩＫＩ- ／豊田 美加　
ドッグレース ／木内 一裕 すぐ死ぬんだから  ／内館 牧子
赤い靴 ／大山 淳子 ボーダレス ／誉田 哲也
蝶のゆくへ ／葉室 麟 ブロードキャスト
認知症、今日も元気だい ／木部 克彦 奥の細道迷い道
半分、青い。［下］ ／北川 悦吏子 波の上のキネマ  

６５歳何もしない勇気 ／樋口 裕一 今こそ学ぼう地理の基本
おかげさまで、注文の多い笹餅屋です ／桑田 ミサオ 猫島ありのまま  ／熊本日日新聞社
いちばんやさしい四柱推命入門 ／神野 さち   

為替が動くと、世の中どうなる？ ／角川 総一 図解いちばん親切な相続税の本
学校に行きたくない君へ  ザッソー・ベンチャー移動スーパーとくし丸のキセキ  
遊廓に泊まる ／関根 虎洸 ／住友 達也
捨てる。  ／やました ひでこ マイペースで働く！自宅でひとり起業仕事図鑑
雪ぐ人 ／佐々木 健一 ／滝岡 幸子
定年が楽しみになる！オヤジの地域デビュー  ／清水 孝幸 女子のための「手に職」図鑑 ／華井 由利奈

新薬の狩人たち ／ドナルド・Ｒ.キルシュ ほか 難聴・耳鳴り・めまいの治し方
皮膚の病気 健康の結論 ／堀江 貴文
からだの動くしくみ ／有川 譲二 ゆにばーすはらの＃詐欺メイク  ／ゆにばーす はら
６０代からの暮らしはコンパクトがいい ／本多 京子 子育てのイライラがスーっと消える魔法の絵本／加藤 史子
１１人の看護師が伝える、おだやかに逝くヒント 「ゴースト血管」に効く！１分かかと上げ下げ／伊賀瀬 道也
２０秒で疲れ・こりが消えるヨガトレッチ ／ｋｏｙｕｍｉ 医者が教える女性のための最強の食事術 ／松村 圭子
超節約ボリュームおかず６００ メイクが喜びに変わる答え ／内田 裕士
秒速！山ごはん ／萩原 浩司 ほか クリームソーダ純喫茶めぐり ／難波 里奈

一般＊医学・家政学

／湊 かなえ
／吉行 和子 ほか
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一般＊文学

／増山 実

一般＊哲学・歴史・地理

一般＊社会

郊外の桜野町にある桜風堂書店を託され、昔の仲間たちとともに『四月の魚』をヒット作に導いた月原

一整。しかし地方の小さな書店であるだけに、人気作の配本がない、出版の営業も相手にしてくれない、

という困難を抱えることになる。そんな折、昔在籍していた銀河堂書店のオーナーから呼び出される。

そのオーナーが持ちかけた意外な提案とは。

星をつなぐ手 村山 早紀 著



珈琲屋 ／大坊 勝次 ほか ナトセンおすすめＹＡ映画館 ／名取 弘文
ネコを撮る ／岩合 光昭 敗れても敗れても  ／門田 隆将
すぐに役立つ入門図解最新交通事故の法律と 鬼才伝説 ／加藤 一二三

トラブル解決マニュアル 石垣の名城完全ガイド  ／千田 嘉博
家族がよろこぶダンボール工作 ／ｐｉｋａ 台風についてわかっていることいないこと  ／筆保 弘徳 ほか
オオカミと野生のイヌ ／近藤 雄生 世界の美しい公園 ／パイインターナショナル
写真家中井精也とたんぽぽ川村エミコの  ときめくクラゲ図鑑 ／峯水 亮

カメラって楽しいね！ スヌーピーともだちって、こういうこと  ／チャールズ・Ｍ.シュルツ
もふもふフクロウガルーさんの休日 ／げんさん ちょっと待った！その言葉 ／安井 二美子
きんぎょ飼育図鑑 ／杉野 裕志 ちはやふる［３９］ ／末次 由紀
ディズニーツムツム折り紙手芸 ／東京大学折紙サークルＯｒｉｓｔ ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ［９０］ ／尾田 栄一郎

いいまちがいちゃん いのちはかぜのように ／イリス・アゴーチ
もうどう犬べぇべ ／平澤 朋子 行ったり来たり大通り ／五味 太郎
くんちゃんのでんしゃノート ／細田 守 ジャック・ジャックねんねのだいぼうけん ／グリヒル
だいすきライオンさん ねこはまいにちいそがしい  ／ジョー・ウィリアムソン
おいもころころ ／いもと ようこ おむつのなか、みせてみせて！ ／ヒド・ファン・ヘネヒテン
ちいさいサンパン ／山本 忠敬 なんびきのねこたちおどる？ ／ジョン・クラッセン

空飛ぶ救命救急室ドクターヘリの秘密 ／和氣 晃司 親子でまなぶたのしい考古学
みんなが知りたい！ 世界の海へ、シャチを追え！ ／水口 博也
　　　　　　「世界のふしぎ」がわかる本 ／カルチャーランド 英語であやとり
絵でわかるなぜなぜ会話ルールブック ／藤野 博 ほか ドラえもん科学ワールド人類進化の不思議 
宇宙めいろブック ／サム・スミス こども故事成語 ／齋藤 孝
おばけのソッチぞびぞびオーディション ／角野 栄子 ほねほねザウルス〔19〕 ／ぐるーぷ・アンモナイツ

／山岸 良二

シン・ゴジラ 邦画
オリエント急行殺人事件 洋画
メアリと魔女の花 アニメ

ＤＶＤ

タイトル名 ジャンル
チア★ダン 邦画

じどう＊よみもの・そのた

一般＊その他

じどう＊えほん

／のぶみ

／リチャード・ジョーンズ

おつきさまが地上に降りてきて街をおさんぽ。おつきさまが通るたび、街のあかりが増え

ていく。車庫で寝ていた電車たちは起きて走り出し、古い遊園地は元気に動き出す…。

輝く黄色にこだわった美しい絵本。おつきさまが帰ったら、おやすみなさいをしたくなる。

寝る前の読み聞かせにぴったりな夜のお話。

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

おつきさまのおさんぽ カワチ レン さく・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


