
惑星の岸辺 ヒクイドリ 警察庁図書館
人魚の眠る家 ウォーク・イン・クローゼット
地に巣くう 憂国者たち
ユートピア 世にも奇妙な君物語 ／朝井 リョウ
大脱走 きらきら眼鏡
墓標なき街 王様ゲーム 深淵８．０２
冬の光 愛のようだ
暗号のポラリス メメント・モリ
風の色 白日の鴉 ／福澤 徹三
真田幸村 大坂の陣秘録 クロスロード 　　

天国の一歩前 ／土橋 章宏 二重生活
９５ ／早見 和真 ９９のなみだ 第６夜
名前も呼べない 捨てる アンソロジー
シェアハウスかざみどり 忘れる力 思考への知の条件
悲亡伝 ／西尾 維新 図書室で暮らしたい ／辻村 深月
マカン・マラン 二十三時の夜食カフェ ／古内 一絵 大人の流儀［５］

百人一首　いにしえの和歌の味わい ／田村 理恵

日本兵捕虜はシルクロードにオペラハウスを建てた ／嶌 信彦 ごてやん 私を支えた母の教え ／稲盛 和夫

戦後入門 ／加藤 典洋 よく眠るための科学が教える１０の秘密／リチャード・ワイズマン
大村智物語 ノーベル賞への歩み ／馬場 錬成 “一生美人”力 人生の質が高まる１０８の気づき／齊藤 薫
むなしさの正体 正しい幸せの求め方 ／武田 双雲 るるぶ夜遊びガイド 東京・首都圏２０１５
成功脳と失敗脳 ／茂木 健一郎 るるぶ京都大阪神戸’１６

被差別のグルメ ／上原 善広 格差社会で金持ちこそが滅びる ／ルディー　和子
安保法制の落とし穴 リベンジポルノ 性を拡散される若者たち ／渡辺 真由子
クラウドワーキングで稼ぐ！ ＪＡＰＡＮ ＣＬＡＳＳ　ホワイジャパニーズピープル！？

図解白内障と緑内障の正しい知識と最新治療／戸張 幾生 カンタン！かぎ針編み家中ピカピカ！エコたわし１００
私が最近弱っているのは毎日「なんとなく」 ／アップルミンツ

　　　　食べているからかもしれない　　／小倉 朋子 子どもといっしょにおもてなしと持ちよりレシピ＆
トップ・アスリートだけが知っている「正しい」体のつくり方 　　　　　   　 アイデア１５０ ／ダンノ・マリコ・みない きぬこ

／山本 邦子 ラクラク楽しい家事の基本大事典
ぼくはアスペルガーなお医者さん ／畠山 昌樹 はなちゃん１２歳の台所 ／安武 はな

野菜のおかず 決定版

／吉田 浩一郎

一般＊医学・家政学

／井筒 高雄

一般＊哲学・歴史・地理

一般＊社会

／伊集院 靜

／小池 真理子

／伊藤 朱里
／名取 佐和子 ／外山 滋比古

／篠田 節子 ／長嶋 有
／中山 智幸 ／原田 宗典

／鬼塚 忠
／津本 陽 ／吉岡 逸夫

／あさの あつこ ／三輪 太郎
／湊 かなえ

／荒木 源 ／森沢 明夫
／逢坂 剛 ／金沢 伸明
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一般＊文学

／梶村　啓二 ／古野 まほろ
／東野 圭吾 ／綿矢 りさ

透き通った風が吹いて   あさの あつこ    著 

高校３年生の夏。野球部を引退したばかりの渓哉は、未来が見えずに悩んでいた。そんなある日、 
溪哉は道に迷っていた美しい女性・里香を案内することになる。里香は「逢いたい人がいる」と 
言うが…。モラトリアムを前にした高校生の焦燥、そして淡い恋を描く、心が澄み渡る青春小説。  
 



元素のすべてがわかる図鑑 ／若林 文高 錦織圭リターンゲーム ／内田 暁
ニュートリノで探る宇宙と素粒子 ／梶田 隆章 フツーの会社員だった僕が、青山学院大学を
普通の人が老後まで安心して暮らすためのお金の話 箱根駅伝優勝に導いた４７の言葉 ／原 晋

／佐藤 治彦 ボルダリング入門 ／佐川 史佳
ＩＱがみるみる伸びる０歳からの６歳までの遊び方・育て方 まちの本屋 ／田口 幹人

／祖川 泰治 小泉今日子書評集 ／小泉 今日子
子どもにとどく伝え方「ほめる」「叱る」のその前に／入江 礼子 赤めだか ／立川 談春
白い大陸への挑戦 ／神沼 克伊 絵本 母と暮せば ／森本 千絵
無印良品が、世界でも勝てる理由 ／松井 忠三 プラバンでつくる季節のフラワーアクセサリー／だいご ちひろ

国道者 ／佐藤 健太郎 できる大人の漢字２５００
仏像 麗しの姿を堪能する ／大角 修 空母いぶき［１］［２］ ／かわぐち かいじ

えほんからとびだしたオオカミ ／グレゴワール・マビール

みんなのくまくまパン ことばあそびレストラン ／石井 聖岳
まねきねこがっこう はなかっぱうみのぼうけん ／あきやま ただし
とうめいにんげんのしょくじ ／塚本 やすし トイ・ストーリー　謎の恐竜ワールド
ママのゆきだるま ／柿本 幸造 ／あいはら ひろゆき

ぼく、仮面ライダーになる！ゴースト編 ／のぶみ へんしんマーケット ／あきやま ただし
おもち！ ののちゃんのママごっこ ／ひがし あきこ
子うさぎジャックとひとりぼっちのかかし ／バーナデット・ワッツ しょうじき５０円ぶん ／長野 ヒデ子
あと、いくつ？ ぐらっとゆれたらどうする！？ ／小柴 直之
映画Ｇｏ！プリンセスプリキュアＧｏ！Ｇｏ！！ きみはうみ ／西 加奈子

ポーリーちゃんポーリーちゃん ／どい かや
　　

ｏｒａｎｇｅ ［２］ 発明図鑑　世界をかえた１００のひらめき！
プラバンファクトリー アクセサリーａｎｄチャーム／いしかわ まりこ 聞く力、話す力　インタビュー術入門 ／松原 耕二

おとなりどうしソラくんレミくん
なるほど！お金のはなし ／マーティン・ジェンキンス いえのおばけずかん　ゆうれいでんわ ／斉藤 洋
音楽室の日曜日 ／村上 しいこ ひみつの校庭
森ねこのふしぎなたね あたらしいわたしの探し方 ／あんびる やすこ
あまのじゃくにかんぱい！ わすれものチャンピオン
都会（まち）のトム＆ソーヤ［１３］ せかいいちのねこ ／ヒグチ ユウコ

　童謡・唱歌・わらべうた～歌でおぼえる日本の四季と和の行事～ 子ども

　ＴＨＥ ＢＥＳＴ ＡＩ 邦楽
　青春歌年鑑デラックス’８０～’８４ オムニバス

／間瀬 みか
／宮川 ひろ ／花田 鳩子

タイトル名 歌手名 ジャンル

ＣＤ

　＃１　インフィニティ マライア・キャリー 洋楽

　吉幾三全曲集～海に抱かれに～ 吉幾三 演歌

／石津 ちひろ

／吉野 万理子

／高野 苺

今すぐ読みたい！１０代のためのＹＡブックガイド１５０！

／村上 康成

／ひろかわ さえこ

　　　豪華３本立て！！！パンプキン王国のたからもの

じどう＊よみもの・そのた

／きた あいり

がんばれ！ルルロロ　いっぱいゆきだるま

／西村 敏雄

じどう＊えほん

ぼくの天国ポスト ／福田 岩緒

一般＊その他
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ゆきだるまのくに 
白土 あつこ 絵 

「ぼく、ゆきだるまのくにへかえることになったの。」ある日の夜、うさぎのホップくんがつくった雪だるまのペペが        
お別れを言いにやって来た。別れたくないホップくんは、ペペといっしょに雪だるまの国へ行くことに。 

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。 


