
東京帝大叡古教授 可愛い世の中
アンタッチャブル 私の恋人
流 愛を積むひと
世界はゴ冗談 怪獣の夏はるかな星へ
ビオレタ 今日からは、愛のひと
黄金の時 春の嵐
天空の救命室 エイジハラスメント
竜宮電車 バケモノの子
君の隣に
晴れ女の耳 豹変

ライオンの歌が聞こえる
オールド・テロリスト 美女千里を走る
アノニマス・コール 衣にちにち
去年の夏、ぼくが学んだこと 恋をしていた。
ジャイロスコープ 今日までそして明日から
世界の果てのこどもたち 我愛羅秘伝 砂塵幻想
何度でも、おかえりを言おう

京都の隠れた御朱印ブック るるぶ四国’１６
るるぶ兵庫’１６

寺院消滅 失われる「地方」と「宗教」 るるぶ京都ベスト’１６
天才児のための論理思考入門 るるぶ京都を歩こう’１６
きょうも誰かが悩んでる

世界史で学べ！地政学 なぜ女性は仕事を辞めるのか
「居場所」のない男、「時間」がない女 家族という病

まずは、からだを整える

編んで楽しい毛糸のざぶとん
ホームメイドアイスバー お気に入りの布で作るかんたん便利な布バッグ
ジャーでつくる毎日のサラダ＆デリ 掃除・洗濯・料理 家事のルールとコツ２８５
おかずだね ／レイナ
小さな花束の本

魔法のツボ図鑑 ／邱 淑恵

化粧品に頼らない素肌美人のつくりかた

／荻田 尚子

／小野木 彩香

／平岡 淳子

／山梨 将典 ほか

一般＊社会・医学

人気カフェ・バリスタのユニークドリンク

一般＊家政学

／三浦 俊彦

／茂木 誠

／読売新聞生活部

／東川 篤哉
／村上 龍
／薬丸 岳

／片岡 義男

／鵜飼 秀徳

僕の声は届かない。でも僕は君と話がしたい。

／中脇 初枝
／バルバラ・コンスタンティーヌ

／林 真理子
／群 ようこ

／北川 悦吏子
／谷川 俊太郎
／小太刀 右京

／西村 由美子

／伊坂 幸太郎

ニッポンの絶景鉄道

一般＊哲学・歴史・地理

／本多 孝好

／内館 牧子
／細田 守

極悪専用

山川図書館 新刊のおしらせ

一般＊文学

／門井 慶喜 ／山崎 ナオコーラ

／筒井 康隆 ／小路 幸也

／馳 星周 ／上田 岳弘
／東山 彰良 ／豊田 美加

／寺地 はるな ／朱川 湊人
／堂場 瞬一 ／畑野 智美
／福田 和代

／近藤 崇

／大沢 在昌

コンプレックスを解く本当にちょっとしたメークの法則

個人事業のはじめ方がすぐわかる本 １５～１６年版

こうして、世界は終わる すべてわかっているのに止められないこれだけの理由

／ナオミ・オレスケス、エリック・Ｍ・コンウェイ

／山口 麻子

／水無田 気流

／小林 まさみ

2015年8月

／下重　暁子
／ヒューマン・プライム 図解わかる生命保険２０１５-２０１６年版 ／ライフプラン研究会

／東 直子 ／今野 敏

／岩田 正美・大沢 真知子

／堀川 アサコ

ティーンズ・エッジ・ロックンロール   熊谷 達也   著 

２０１０年、宮城県の小さな港街。高校生の匠は軽音楽部でミステリアスな少女・遥と出会い、ライブハウスをつくる
という目標を見つける。地元の縁を巻き込みながら、少年たちは成長する。そして２０１１年３月。愛する故郷、大
好きな音楽、憧れの恋、訪れるあの“波”。運命の日を前に、夢を追う少年と少女の姿を描いた傑作青春小説。 
 



旅するように読んだ本
変わらないために変わり続ける 気の利いた「ひと言」辞典
東京スタジアムがあった 使いこなしてみたい和の言葉
音楽という＜真実＞ 涙がとまらないすてきな物語
錦織圭 限界を突破する瞬間 世界の半分を怒らせる
妖怪ウオッチ［７］ 銀の匙［１３］
ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ［７８］

ダヤンとうさぎの赤ちゃん のってる のってる
絵のすきなライオン おかあしゃん。はぁい。

どどどーんぱっ！
カブトムシのなつ

たなばたさま がんばれ、なみちゃん！
たなからぼたもち まじょがかぜをひいたらね
どんなきもち？ まほうのきって
かとりせんこう えほんはりねずみのルーチカ
さかさことばでうんどうかい ここがすき
さんさんさんぽ おおきなおおきなにんじん
きょうりゅうといぬ どっちがつよい？ クラゲすいぞくかん

わすれものの森 夏休みの秘密の友だち
とびばこバーン チビまじょチャミーとようせいのドレッサー ／藤 真知子
ツクツクボウシの鳴くころに それぞれの名前
地球と自然がわかるうみのえほん
自由研究にぴったり！夏休みの自然観察 ／中村 忠昌 人体キャラクター図鑑
世界の国旗がわかる カブトムシ・クワガタムシ ／小池 啓一

／臼井 儀人
グローブはかせの世界遺産迷路の旅 ／神山 ますみ

　魔女の宅急便
　天国は、ほんとうにある
　思い出のマーニー
　トムとジェリー　ショー１

／澤宮 優

／関口 光太郎

／本郷 陽二

／県民.com

ＤＶＤ

／福岡 伸一

／荒川 弘

／新垣　隆

／宮田 珠己

／池田　あきこ

／えがしら みちこ

／田島 征三

／「小さな親切」運動本部

／押井　守／石井 大裕
／小西 紀行

洋画
キッズ・ファミリー
キッズ・ファミリー

タイトル名 ジャンル
邦画

クレヨンしんちゃんのまんが世界遺産おもしろブック小学生の勉強に役立つ！日本全国４７都道府県おもしろクイズ１２００

／のぶみ・ひすいこたろう

／西村 敏雄

／澤野 秋文

／升井 純子
／堤 しゅんぺい

モノの数え方えほん

新聞紙とガムテープでつくって遊ぼう！　

／ミース・ファン・ハウト

じどう＊よみもの・そのた

／ぼここうぼう

／渡辺 由佳

／富安 陽子

／藤子・Ｆ・不二雄
／坂井 建雄

／町田 健
／春間 美幸

／きたやま ようこ
／刀根 里衣

おばかおおかみママになる！

じどう＊えほん

／宮澤 ナツ／いもと ようこ

／ジャンルカ・フォリ
ころころ くるりん ／長野  ヒデ子

／のぶみ
／とよた かずひこ

／ますだ ゆうこ

一般＊その他

／高畠 純
／こばやし ゆかこ

／尾田 栄一郎

／いしい つとむ

／岡田 千晶

あなたをずっとあいしてる ／宮西 たつや

／岡田 淳・浦川 良治

／村上 龍男

／北見 葉胡

３００００このすいか 
あき びんご 作 

ひろい畑でのんびりと暮らしていた３０００このすいかたち。ある日、もうすぐ自分たちが食べられてしまうと聞いた 

すいかたちは畑から脱走することに決めた。野を越え、山を越え、すいかたちが行く先は！？奇想天外な絵本。 

これらの新刊図書は、新刊コーナーでどうぞ！ 

上記の図書が貸出し中の場合は、予約サービスをご利用ください。 

また、読みたい本がありましたらお気軽にリクエストしてください。 

このほかにも新刊図書入荷しています。 

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。 

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


