
ヤモリ、カエル、シジミチョウ 君の膵臓をたべたい
不愉快犯 ホテルコンシェルジュ ［下］
明日の狩りの詞の Ｙの木
繭 終わった人
空色の小鳥 左近 ［上］［下］
ここはボツコニアン ［５］ プラ―ジュ
家族連写 悪道 ［４］
幸せになりやがれ あさが来た ［上］
カフェ、はじめます
花咲小路二丁目の花乃子さん 赤い博物館

恋仲 山崎豊子先生の素顔
群青のカノン
一億分の一の小説 平凡パンチ五木寛之
空に牡丹 え、なんでまた？
消滅 VANISHING POINT まにまに
花のさくら通り 職業としての小説家
小説 心が叫びたがってるんだ。 洞窟オジさん
サヨナラの代わりに ベトナムの風に吹かれて

驚きの皮膚 悪の力
英雄の書
あなたのなかのやんちゃな神さまとつきあう法 ／金城 幸政 子どもと楽しむ！週末の冒険 自然アクティビティ２３選

「学力」の経済学 すべての若者が生きられる未来を
下流老人 日本ビジネスマン、アフリカで蚊帳を売る ／浅枝　敏行
老後破産 長寿という悪夢
強いおばさん弱いおじさん

図解 知っておくべき感染症３３ みきママのフライパンでできるめちゃうま！レシピ ／みきママ

あなたが３３歳を過ぎて妊娠できない４４の理由 ／桜井 明弘
社会とともに歩む認知症の本 １日大さじ１杯で超簡単！ココナッツオイル健康法／井上 浩義

／木内 一裕 ／モラル
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一般＊文学

／江國 香織 ／住野 よる

／雪舟 えま ／古川 智映子

／石川 博品 ／辻原 登
／青山 七恵 ／内館 牧子
 ／大崎 梢 ／火坂 雅志

／宮部 みゆき ／誉田 哲也
／森 浩美 ／森村 誠一

／岸本 葉子 聖母 ／秋吉 理香子
／小路 幸也 　　　　／大山 誠一郎

／大島 真寿美 ／宮藤 官九郎

他者という病
／木俣　冬 ／野上 孝子

／加村 一馬
／ミシェル・ウィルジェン ／小松 みゆき

／福田　和代 ／中村 うさぎ
／芳田　才輝 ／五木 寛之

働くことを考えはじめたとき読む本

一般＊社会

／恩田 陸 ／西 加奈子
／荻原 浩 ／村上 春樹

／豊田 美加

１８歳からの選挙Ｑ＆Ａ

／有川 真由美

スカーフ＆ストールアレンジ手帖

一般＊医学・家政学

／宮澤 由美

るるぶユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式ガイドブック
／傅田 光洋 ／姜 尚中

／小手鞠 るい

一般＊哲学・歴史・地理

テルアビブの犬

／黒川 伊保子

／宮本 みち子

もう限界！！親の介護と実家の片づけ つよい体をつくる離乳食と子どもごはん ／山田 奈美
／今村 顕史
／高室 成幸

／小川 有里

／中室 牧子
／藤田 孝典

大村智 ２億人を病魔から守った化学者   馬場 錬成    著 
 

今年のノーベル賞生理学・医学賞の受賞が決まった、北里大特別栄誉教授・大村智。夜間高校の教師から 
研究者に転じた彼が、アフリカに蔓延する眼病に効果のある抗生物質を発見し、撲滅寸前まで追いやった 
熱情と実践が丁寧に描かれるいる。後年、女子美術大学理事長となる多才な一面も紹介する。 
 



身近な花の知られざる生態 芸術がわからなくても美術館がすごく楽しくなる本 ／藤田 令伊
暦のある暮らし 旧暦で今を楽しむ ディズニー・ピクサーボールペンイラスト

JA解体 １０００万組合員の命運 暮らしを彩る四季のユニットおりがみ飾り ／つがわ みお
仁義なき宅配 ヤマトVS佐川VS日本郵便VSアマゾン／横田 増生

大学の実力２０１６ 人生に美を添えて
上流の日本語 ｉＰｈｏｎｅアプリ超事典１０００　２０１６年版

ぼくのともだち どうぶつえんはおおさわぎ ／あべ 弘士
りんごがひとつ くうきにんげん

ふなっしーのふなふな日和
たんじょうびおめでとう ＧＯ！ＧＯ！アンパンマンごう
ごいっしょにどうぞ トムとジェリーのトントン！だれのおうちかな？ ／いいじま あり

カエルくんのたんこぶ マンモスとくらすには
祈りのとき はなちゃんのみそ汁　
ふしぎなえかきさん ／間瀬 なおかた なぞかけえほん　たぬき亭ぽん太のはじめて落語／きたがわ めぐみ

仮面ライダーゴースト＆オールライダーちょうけっせんベスト１００ 絵本 星の王子さま

／斎藤 孝
走れ、風のように さかなだってねむるんです
命はどうしてたいせつなの？ おいぼれミック
夢はどうしてかなわないの？ どこがあぶないのかな？危険予測シリーズⅠ 学校

クレヨンしんちゃんのまんがお仕事おもしろ百科 ／臼井 儀人 しゅわしゅわ村のだじゃれ大会
イスタンブルで猫さがし ルルとララのミルキープリン
イラストストーリー妖怪ウォッチ ［３］
放射能ってなんだろう？

ヒット文具を生み続ける独創のセオリー ／宮本 彰 さる年のゆる文字年賀状 ／宇田川 一美

一般＊その他

／つんく
／大村 智

／稲垣 栄洋
／松村 賢治

／武田 美穂
／宮西 達也 ／カンタン・グレバン

／飯田 康道

かえうた戦隊タマゴレンジャー ／ふなっしー
／いわむら かずお ／牧野 千穂

／とね さとえ

だから、生きる。

／くせ さなえ
／新藤 悦子 ／あんびる やすこ

じどう＊よみもの・そのた

声に出して読みたい小中学生にもわかる日本国憲法 恐怖！おばけやしきめいろブック　妖怪商店街

／福田 幸江 ／野山 伸
／小倉 志郎

　成田博之　バリトン・リサイタル２０１２ 成田 博之 クラシック

　青春歌年鑑デラックス’７５～’７９　 オムニバス
　ボーン・イン・ザ・エコーズ ケミカル・ブラザーズ 洋楽　
　学校クラシック・ベスト～音楽の時間・校内放送のあの名曲がずらり！～ クラシック

ヒーリング
  ディズニーファン読者が選んだディズニーベスト・オブ・ベスト ディズニー

／大野 正人 ／バリ・ライ

／いもと ようこ ／魚戸 おさむ

／サン=テグジュペリ

／おかべ りか
／鈴木 まもる ／やなせ たかし

／本郷 陽二

じどう＊えほん

もったいないばあさんのいただきます ／真珠 まりこ としょかんねずみ ［５］ ／ダニエル・カーク

／マイケル・モーパーゴ ／伊藤 勝敏

／大野 正人

ステラと未来

CD

タイトル名 歌手名 ジャンル

　オルゴール・セレクション　朝のうた

邦楽　
　AAA １０th ANNIVERSARY BEST ＡＡＡ 邦楽　

　岡本真夜２０ｔｈ　Anniversary ALL TIME BEST～みんなの頑張るを応援する～ 岡本 真夜

クリスマスのちいさなかね 
マヤ・ドゥシコウワ 絵 

ベツレヘムの少女ラヘルが見つけた小さな銀のかねはステキな音色。だれかに聞かせてあげたいな。そのとき、 
近くのうまやで赤ちゃんがうまれたことを知る。クリスマスの夜のできごとをえがいた、喜びと優しさあふれる絵本。 

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。 
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