
ちょっと今から仕事やめてくる １００万分の１回のねこ
ガバナンスの死角 晴れたらいいね
落葉シティ 帝国の女
つまをめとらば 人類資金（７）
強襲 潮の音、空の青、海の詩
院内カフェ 昨日の海は
冥途あり 匿名者のためのスピカ
あの家に暮らす四人の女 富士山噴火
ベトナムの桜 　

おいしいものと恋のはなし 伏木商店街の不思議
淵の王
抱く女 国を救った数学少女
天空の蜂 最後の詩集
奇縁七景 ひんやりと、甘味
十号室 村上さんのところ

あっ！命の授業 軍国日本と『孫子』

一度は泊まりたい粋な宿、雅な宿
持たない幸福論 東京ディズニーリゾート完全ガイド２０１５～２０１６
戦争しない国が好き！ るるぶ日帰り温泉関西中国四国北陸２０１５
私の「戦後７０年談話」 るるぶ徳島鳴門祖谷渓２０１５

なるほど日本経済 笑韓でいきましょう
６０代の生き方・働き方
法とは何か 法思想史入門 ニッポンの産業遺産 我が国の源流を訪ねる

／緒方 高司 健康！やせる！酢タマネギ
栄養の基本がわかる図解事典 ワカコ酒レシピブック
ペットボトルで作る実用アイデア小物 しゃなママごはん
かわいいミニ・プランツたち 室内で楽しむ小さな鉢植え ハレの日にウレシイお菓子
フリマやネットでどんどん売れる！簡単＆可愛い手作り雑貨６４ 短時間で作れる！焼かないケーキ

愛されるのはどっち？ ／根本 裕幸 ／山口 由美
／ｐｈａ

／中村 丁次

／森崎 繭香

前田 美智子
／高橋 教子

／周東 寛君がここにいるということ 小児科医と子どもたちの１８の物語

一般＊医学・家政学

／長谷部 恭男

／富永 泰行 ／高 信太郎
減反廃止 農政大転換の誤解と真実 ／荒幡 克己／阿部 絢子

／おのだ めりこ

一般＊哲学・歴史・地理

／ゴルゴ松本 ／湯浅 邦弘

一般＊社会

結局、「すぐやる人」がすべてを手に入れる ／藤由 達蔵 日本ザンテイ世界遺産に行ってみた。

／乾 ルカ ／阿川 佐和子
／加藤 元 ／村上 春樹

／宮田 珠己

／舞城 王太郎 ／古川 薫
／桐野 夏生 ／ヨスナ・ヨナソン
／東野 圭吾 ／長田 弘

君死に給ふことなかれ 神風特攻龍虎隊
／田辺 聖子 ／太田 忠司

／平岩 弓枝 なりたい ／畠中 恵

／中島 たい子 ／近藤 史恵
／長野 まゆみ ／島本 理生
／三浦しをん ／髙嶋 哲夫

／下田 ひとみ ／宮木 あや子
／青山 文平 ／福井 晴敏
／笹本 稜平 ／熊谷 達也

山川図書館 新刊のおしらせ
２０１５年９月

一般＊文学

／北川 恵海 ／江國 香織・岩瀬 成子 他

／梶永 正史 ／藤岡 陽子

火花   又吉 直樹   著 
 
奇想の天才である一方で人間味溢れる神谷、彼を師と慕う後輩徳永。芸人の２人が運命のように出会っ
てから劇は始まった。彼らの人生はどう変転していくのか。笑いとは何か、人間が生きるとは何なのか。人間
存在の根本を見つめた真摯な筆致が感動を呼ぶ作品。『第１５３回芥川賞受賞作』 



秋山祐徳太子の母
クズころがし もしもあの動物と暮らしたら！？
くいしんぼう 世界の巨樹と絶景の森
お金が貯まる家計の仕組み 星が「死ぬ」とはどういうことか

本なんて！作家と本をめぐる５２話
アオハライド（１３）

できるOffice３６５ ２０１５年度版 好きっていいなよ。（６）～（８）

／新井 洋行 しんかんせん
おまつりやさん どうぶつたちのおやすみなさい
ママがおばけになっちゃった！ ペンギンのパンゴー

インサイド・ヘッド
ピカチュウとポケモンおんがくたい がんばれ！ルルロロ　おばけたいじ
たとえば、せかいがゴロゴロだったら よんでよんで
このみち よるのつみきだいさくせん
おうちにかえろう トリック・ホラー・ナイト
なんにもできなかったとり

どろきょうりゅう
びっくりおおかみ

ジャレットのきらきら魔法 ツツミマスさんと３つのおくりもの
目の見えない子ねこ、どろっぷ アンネ・フランク
世界のどうわ名作５０選 ナイチンゲール
日本の昔ばなし名作５０選 まほとおかしな魔法の呪文
ほねほねザウルス（１４）
みぢかなやってみよう図鑑 ／塩谷 京子

日本の妖怪 ／高野 進

タンチョウのきずな もしものときのサバイバル術

わるものにさらわれたおひめさまをたすけだそう！

公園戦隊ダレダーマン

手裏剣戦隊ニンニンジャー忍者バトルかんぜん大ずかん

／たかす かずみ

「走る」のなぞをさぐる 高野進の走りの研究室

タイトル名 歌手名 ジャンル

／高田 早苗

／秋山 祐徳太子 図解でよくわかる土壌微生物のきほん ／横山 和成
／鈴木 拓 ／小菅 正夫

／松浦 弥太郎 ／濱野 周泰

／市居 みか

今すぐ使えるかんたんWindows１０

／久保 敬親

／田島 信元 ／草野 たき
／原 ゆたか

／大久保 茂徳

／佐々木 マキ
ウルトラマンエニックス＆オールウルトラマンひみつ １８０

じどう＊よみもの・そのた

／あんびる やすこ

／新井 洋行
／青山 邦彦 ／マシュー・ラビリンス

／刀根 里衣 ／原 裕朗

／塚本 やすし
／姫野 よしかず ／あいはら ひろゆき

／高畠 那生 ／さとう あや

／デイヴィッド・ウォーカー

／のぶみ ／市川 里美

／小賀野 実

／葉月 かなえ

／大島 妙子

／咲坂 伊緒

じどう＊えほん

／林 總 ／田中 雅臣
／木村 泰司
／小林 一夫

知識ゼロからの肖像画入門 英語子育て大百科 ２０１５完全保存版

おもてなし折り紙

一般＊その他

／こがしわ かおり

かいけつゾロリのようかい大うんどうかい

１０分で読めるスポーツで夢をあたえた人の伝記

／峯村 真

CD

／大塚 信／沢田 俊子
／田島 信元

カリフォルニア・フィーリン～ベスト・オブ・ビーチ・ボーイズ ビーチボーイズ 洋楽　

青春歌年鑑デラックス’７０～’７４　[２枚組] 邦楽　
高橋優BEST　２００９-２０１５『笑う約束』　[２枚組] 高橋　優 邦楽　

冒険！発見！大迷路巨大昆虫の島

弾き語りフォーユーpresentsアルハンブラの想い出 小原　孝 インストゥルメンタル
コロムビアキッズいっぱいあそぼう！えいごのうた[２枚組] 子ども

フォトグラフ ザ・ヴェリー・ベスト・オブ・リンゴ・スター リンゴスター 洋楽　

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 

としょかんへいこう 
田中 六大 絵 

図書館はどんなところで何ができるのか？本の探し方や借り方、おはなし会や図書館にあるものの紹介など、図書
館でできることをわかりやすく描く。迷路や間違い探し、探し絵などで図書館について遊びながら学べる楽しい絵本。 


