
化学探偵Ｍｒ．キュリー ３ ストールン・チャイルド
炎の塔 似非遍路
為吉 北町奉行所ものがたり 総理にされた男
スカラムーシュ・ムーン アキとカズ
砂の街路図 ホテルコンシェルジュ（上）
朝顔の日 潮流
東京零年 反人生
チームＦについて ルパンの娘
プロフェッション
夏の裁断 異人館画廊　３

啼かない鳥は空に溺れる 道徳の時間
人魚ノ肉
ファイト！木津西高校生徒会 藪医ふらここ堂
小説 土佐堀川 広岡浅子の生涯 記憶障害の花嫁
金魚姫 おしゃれと無縁に生きる
アンフェアな国 今日の空の色

山怪 自分を変える１つの習慣

セーラームーン世代の社会論 家計を元気にする税金活用術
認知症・行方不明者１万人の衝撃 ／荻野 淳也

／高野 研一

あなたの年金がすべてわかる２０１６年版
社会のしくみのかじり方 マイナンバーで損する人、得する人

／池上 彰
／福田 猛 日曜日のハローワーク

／樋野 興夫

図解でよくわかる毒のきほん
睡眠障害の子どもたち 家を建てたくなったら
在宅介護「自分で選ぶ」視点から ／松本 祐
ココナッツオイル氷 雑貨と家具をかっこよくリメイクする本
ぱんぱかパン図鑑

／宇江佐 真理 ／中山 七里

なぜネット社会ほど権力の暴走を招くのか ／ジュリア・カジェ
身近な人が亡くなった後の手続きのすべて ／児島 明日美

世界から戦争がなくならない本当の理由
金融機関が教えてくれない本当に買うべき投資信託
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一般＊文学

 ／喜多 喜久 ／緒川 怜
／五十嵐 貴久 ／澤田 ふじ子

／海堂 尊 ／喜多 由浩
／佐々木 譲 ／モラル
／高橋 弘希 ／今野敏
／赤川 次郎 ／山崎 ナオコーラ

／あさの あつこ ／横関 大
／今野　敏 はるなつふゆと七福神 ／賽助

／島本 理生 ／谷 瑞恵

／唯川 恵 ／呉 勝浩
／木下 昌輝 スクラップ・アンド・ビルド ／羽田 圭介
／本田 有明 ／朝井 まかて

／古川 智映子
／荻原 浩

／秦 建日子
／村上 龍
／小川 糸

一般＊哲学・歴史・地理

／田中 康弘
大江戸商い白書 ／山室 恭子

／ロリー・バーデン

赤を身につけるとなぜもてるのか？ ／タルマ・ローベル
ルイ・ヴィトン元ＣＥＯが教える出世の極意 ／マーク・ウェバー

大きなあみ図で大人から始めるかぎ針あみ    ／河合 真弓

／横石 知二
／石川 康宏 ／大村 大次郎

世界のトップエリートが実践する集中力の鍛え方
超ロジカル思考「ひらめき力」を引き出す発想トレーニング

学者は語れない儲かる里山資本テクニック

大きな文字、大きな写真、

／小田 豊二

一般＊医学・家政学

明日この世を去るとしても、今日の花に水を上げなさい

／五十君 靜信
／大川 匡子 ／丹羽 修

／金子 健一

／結城 康博

お金をかけずに老後を楽しむ節約生活

新・やっぱり赤レンガの家に住みたい！

／保坂 隆

一般＊社会

／稲田 豊史 ／湊 義和

０からわかる空海と高野山のすべて ／渋谷　申博

王とサーカス   米澤 穂信   著 

２００１年、雑誌の仕事でネパールに向かった太刀洗万智。穏やかな時間を過ごそうとしていた矢先、
王宮で王族殺害事件が勃発する。ジャーナリストとして取材を開始した彼女が、疑問と苦悩の果てに
辿り着いた痛切な真実とは？実際に起こった王宮事件を取り込んで描かれた壮大なミステリー小説。 
 



鈴木さんにも分かるネットの未来 まれ 連続テレビ小説
著作権のことならこの１冊 ダウン・ザ・ライン 錦織圭

高校生のための東大授業ライブ きょうから弾ける！ギターレッスン

トコトンやさしいデジタル回路の本 消しゴムはんこ２０００図案
武器ビジネス（上）（下）　　　　　　／アンドルー・ファインスタイン すぐわかる！すぐに使える！アンドロイドスマホ

おれさまはようかいやで ジャッキーつきへいく ／あだち なみ
ジンベエザメのはこびかた おつきみおばけ

妖怪ウォッチようかいだいずかん USAピョンとうじょうダニ！

できることおてつだい おつきさまのかぞえうた
北加伊道 木の葉つかいはどこいった？
ほしをひろった？ムーミントロール つきのうさぎ
よめるよめるもじのえほん でんごんでーす
ケーキをもって くすのきだんちのあきまつり
つみつみでんしゃ ／かとう ようこ

魔女バジルとなぞのほうき星 どうぶつがっこう
タラ・ダンカン １２（上）（下）　  ／ソフィー・オドゥワン=マミコニアン さよなら宇宙人
回転寿司おもしろ大百科　 金色のキャベツ
長友佑都　世界の左サイドバック

万次郎
トミカ超図鑑デラックス リフカの旅
はるくんのおすもう
日本気象協会気象予報の最前線 おばけ道、ただいま工事中！？
？が！に変わるとき

／鍋田 恭孝

一般＊その他

／櫛部　靜二

生きものの持ちかた その道のプロに聞く ／松橋 利光 大人かわいい初めての切り絵 ／朝弘 華代

１０歳までの子を持つ親が知っておきたいこと

じどう＊えほん

／ウォルター・ウィック
／あおき ひろえ

／松橋 利光 ／せな けいこ

ちいさな手 ／藤本 タクヤ お～いシーモア！　スペシャルなチャレンジミッケ！

ヘンテコシャンプー ／みやにし たつや
／市居 みか ／新井 洋行
／関屋 敏隆 ／マリア・モヤ

／リン・ケリー

じどう＊よみもの・そのた

／トーベ・ヤンソン ／いもと ようこ
／しもだいら あきのり ／ジェン・カラーチー

／浦中 こういち ／末崎 茂樹

／藤子・F・不二雄 ／岡崎 ひでたか
／カレン・ヘス

／西村 豊

／高科 正信
／堀米 薫

／本郷 陽二

／深光 富士男
／小国 綾子 ／タニヤ・シュテーブナー

／草野 あきこ
動物と話せる少女リリアーネ スペシャル３

ＤＶＤ

タイトル名 ジャンル
サクラサク 邦画
WOOD　JOB！ 邦画
ミュータント・タートルズ 洋画

基礎からわかる！中長距離走トレーニング

／江口 春畝／鈴木 大三

／川上 量生 ／篠崎 絵里子
／神田 将 ／錦織圭・稲垣康介

／茂市 久美子 ／トビイ ルツ

ぼくと象のものがたり
ドラえもん社会ワールド 政治のしくみ

ひとりではじめたアフリカボランティア ／栗山 さやか

ベイマックス キッズ・ファミリー

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。 

チェリーひめのかくれんぼ 
かとう ようこ 絵 

かくれんぼが大好きなチェリーひめは、こっそりお城を抜けだしてフルーツパーラーの森へ。パフェにプリンにアイス
クリーム。おいしそうなものがいっぱい！チェリーひめはどこかな？楽しい、おいしい、絵さがし絵本。 

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


