
琥珀のまたたき 水鏡推理
握る男 フォアビート・ノスタルジー
鬼役［１５］ かたづの！
我が家のヒミツ ぼぎわんが、来る ／澤村 伊智
霧 下町ロケット［２］
寮生 一九七一年、函館。 わが心のジェニファー
感情８号線 ペンギンのバタフライ
愚物語 つれづれ、北野坂探偵舎［５］
杉原千畝 だれもが知ってる小さな国 ／有川 浩
殺人鬼の献立表 Ｔｅａｍ・ＨＫ 竈河岸

わかれ ／瀬戸内 寂聴 損したくないニッポン人
みつばの郵便屋さん［３］ ／小野寺 史宜 人は怖くて嘘をつく
迷子たちの街 流される美学
１０月４日１０４歳に１０４句

「出会うべき人」に、まだ出会えていないあなたへ ／Ｋｅｉｋｏ 加賀屋の流儀 極上のおもてなしとは ／細井 勝
恋する武士 闘う貴族 ／関 幸彦 つまき式親子で楽しむ水族館ガイド ／つまき
誰も戦争を教えられない ／古市 憲寿 大きな地図で歩く京都の寺社
世界史の１０人 ／出口 治明 るるぶ四国八十八カ所２０１５
おべんとうと日本人 ／加藤 文俊 るるぶ愛媛 道後温泉松山’１６

るるぶ北陸ベスト 金沢 富山 福井’１６

すぐそばにある「貧困」 ／大西 連 地方は活性化するか否か ／こばやし たけし
知って得する年金のもらい方 だまし犯罪百科 巧妙な話術と手口の全貌 ／間川 清
約束 マネして書くだけ確定申告 平成２８年３月締切分
「ジュニアNISA」徹底活用ガイド

脳卒中、心筋梗塞、突然死を防ぐ１０１のワザ クローゼットの引き算 ／金子 由紀子
血液のがん 悪性リンパ腫・白血病・多発性骨髄腫 何を着るかで人生は変わる ／しぎはら ひろ子
ボケないのはどっち？ ／白澤 卓二 簡単！らくうま！鍋レシピ ／植松 良枝
バリウム検査は危ない ／岩澤 倫彦 おふくろの味定番１００
スタンフォードのストレスを力に変える教科書 缶詰で男のもっとええ加減料理　　 ／石蔵 文信

／ケリー・マクゴニガル 女子栄養大学栄養クリニックの
医師に聞けないあんな疑問　医師が解きたいこんな誤解    シニアの作りおきらくらくごはん    ／今泉 久美

／澤田 めぐみ HAPPY♥離乳食＆幼児食ガイドBOOK
超図解！大人可愛い♥はじめてのヘアアレンジ

／パトリック・モディアノ
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一般＊文学

／小川 洋子 ／松岡 圭祐
／原　宏一 ／石原 慎太郎
／坂岡 真 ／中島 京子

／奥田 英朗
／桜木 紫乃 ／池井戸 潤

／今野 敏 ／浅田 次郎
／畑野 智美 ／中山 智幸
／西尾 維新 ／河野 裕
／大石 直紀

／あさの あつこ ／宇江佐 真理

／曽野 綾子
／日野原 重明

／高橋 秀実
／曽野 綾子

／磯村 元史
／水谷 修

一般＊哲学・歴史・地理

一般＊社会

一般＊医学・家政学

うずら大名   畠中 恵    著 

泣き虫の村名主・吉之助。彼はある日、大名家へ向かう途中に辻斬りに襲われるが、「御吉兆！」という 
鳴き声とともに飛び込んできた白いうずらとその飼い主によって命を救われる。飼い主の正体は、十数年 
ぶりに再会した自称“大名”の有月だった。二人と一羽が江戸城を揺るがす陰謀に挑む、痛快時代小説。 
 



現代用語の基礎知識２０１６ はじめての多肉植物 育て方のコツと楽しみ方／羽兼 直行
できるＷｏｒｄ２０１６ ／田中 亘 ゼロからの作詞入門 ／井筒 日美
できるＥｘｃｅｌ２０１６ ／小舘 由典 すずちゃんのはじめてのカメラとレンズ ／鈴木 知子
いちばんやさしい６０代からのＷｉｎｄｏｗｓ１０ ／増田 由紀 犬に名前をつける日 ／山田 あかね
ｉＰｈｏｎｅ６ｓ＆６ｓＰｌｕｓ完璧使いこなしブック コトラ、母になる ／岩合 光昭
私たちはどこから来て、どこへ行くのか ／森 達也 新しい道徳 ／北野 武
これだけ！単位 ／伊藤 幸夫・寒川 陽美 娘になった妻、のぶ代へ ／砂川 啓介
きちんと知りたい！自動車エンジンの基礎知識／飯嶋 洋治 もしも悩みがなかったら ／鉄拳
こんなにおもしろい不動産鑑定士の仕事 ／大島 大容 英文法のエッセンス ／江藤 裕之
郵便をゆく 超巨大システムにあらゆる角度から迫る！！ 一生使える、一筆箋の美しいマナーと言葉 ／むらかみ かずこ

新幹線を走らせた男 ／高橋 団吉 夏井いつきの美しき、季節と日本語 ／夏井 いつき

とけいのおうさま
“弁当の日”がやってきた！！ ぼくらちきゅうじんだいひょう！ ／よしなが こうたく
おおかみくん まほうのれいぞうこ
もうぬげない ／ヨシタケ シンスケ ゆきあそび
おとうさんぼくね… きっときっとまもってあげる
リトルプリンス 星の王子さまと私 メリークリスマス、ペネロペ！ ／ゲオルグ・ハレンスレーベン
おしりたんてい ププッおおどろぼうあらわる！ ／トロル クリスマスイヴの木 ／エミリー・サットン
すりかえかめんミステリーツアー フルーツパンケーキ ／さか井 美ゆき

現代落語おもしろ七席 どうぶつことばあそび
名作の中のお菓子物語 １４歳からの宇宙論
考える力を育てる ちいさなことわざ絵本 白をつなぐ
ココロを育てる ちいさなことわざ絵本 はじめての百人一首ブック ／天野 慶
まじょ子とハロウィンのまほう ／藤 真知子 ともだちたんていコブタンコ
お昼の放送の時間です ほねほねザウルス ［１５］ ／ぐるーぷ・アンモナイツ
食品添加物キャラクター図鑑 お面屋たまよし ［４］

分野

　深夜食堂

　想いのこし

　ナイト・ミュージアム［３］　エジプト王の秘密

　ちびまる子ちゃん「まる子の赤いランドセル」の巻

ＣＤ
　ピアノ・クリスマス

ＤＶＤ

／たちもと みちこ

じどう＊えほん

／山村 浩二 
／魚戸 おさむ

一般＊その他

／石川 宏千花

／さはら そのこ 
／今田 美奈子 ／佐藤 勝彦

／まはら 三桃

／乗松 葉子

タイトル名

ＣＤ・ＤＶＤ

／いもと ようこ

／斉藤 洋

／さいとう しのぶ

ぱれーど

じどう＊よみもの・そのた

歌手名 ジャンル
　ファンタジーワールド～星に願いを～ 小原 孝 クラシック

小原 孝 クラシック

／長谷川 義史

／たちもと みちこ

／藤本 ともひこ

／Ｌ．マーロウ

／はら こうへい

洋画

邦画

邦画

キッズ・ファミリー

そらとぶでんしゃ 
アン マサコ 絵 

牛乳パックで大好きな電車を作っていた男の子。色をぬろうと、赤いクレヨンを持った瞬間、「おいでよ、いっしょに 
あそぼう！」クレヨンにひっぱられた男の子は小さくなって机の上に。クレヨンたちとの紙の電車の冒険物語。 

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 


