
あこがれ 無人駅と殺人と戦争
コーヒーが冷めないうちに 蛮政の秋
リップヴァンウィンクルの花嫁 江ノ島西浦写真館
もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの 優しい言葉 ／群 ようこ
　　『イノベーションと企業家精神』を読んだら ／岩崎 夏海 王様ゲーム深淵８.０８
臆病な僕でも勇者になれた七つの教え ／旺季 志ずか フェイバリット・シングス
小説母と暮せば ／山田 洋次･井上 麻矢 家族はつらいよ
月のない夜に たんぽぽ団地
ロスト 当確師 ／真山 仁
黒猫の回帰あるいは千夜航路 コンビニ夢物語

オトナ女子 ／蒔田 陽平 大人恋愛塾
汚れた赤を恋と呼ぶんだ ／河野 裕 世界一清潔な空港の清掃人
キャロル 何がいいかなんて終わってみないとわかりません。
戦場で書く

孤独病 ／片田 珠美 ミシュランガイド東京２０１６
自分を変える習慣力 ／三浦 将 ミシュランガイド京都・大阪２０１６
「神様アンテナ」を磨く方法 ／桜井 識子 新・沖縄修学旅行
戦後７０年にっぽんの記憶 ／橋本 五郎 追跡・沖縄の枯れ葉剤 ／ジョン・ミッチェル
大世界史 ／池上 彰 沖縄・高江やんばるで生きる ／森住 卓
るるぶ名古屋’１６

イノベーションと企業家精神 ／Ｐ.Ｆ.ドラッカー ニュートリノってナンダ？ ／荒舩 良孝
大日本帝国海軍戦艦・艦艇・航空機全史 面白くて眠れなくなる遺伝子 ／竹内 薫
伊藤元重が語るＴＰＰの真実 科学者、あたりまえを疑う ／佐藤 文隆
「定年」前後の手続きと生活プラン２０１６ すごい古代生物 ／川崎 悟司
ＬＧＢＴＱを知っていますか？ ／星野 慎二 野生の鼓動を聴く ／山城 博明

宙（そら）ガールバイブル

ずぼらな青木さんの冷えとり毎日 ／青木 美詠子 大人のためのかしこい衣服計画 ／板倉 直子
健康食品・サプリメントと医薬品との相互作用早引き事典 森田空美のシンプル華着付け ／森田 空美
たった５分で体が変わるすごい熱刺激 ／井本 邦昭 ＤＩＹでつくるカフェ風インテリア
小児科医ドクター・ストウ伝 ／長澤 克治 藤野真紀子私のおやつ１００　 ／藤野 真紀子
女性の気になる不調を解決！ ／池谷 敏郎 クックパッド☆栄養士のれしぴ☆のおいしいキッチン
なぜ、一流の男は「肌」を整えるのか？ ／小野 浩二 ／上地 智子
バスボムレシピ ／篠原 由子

／柴門 ふみ
／新津 春子

／渡辺 考

一般＊哲学・歴史・地理

／Ｐ.ハイスミス
／ミゾイ キクコ

／堂場 瞬一
／岩井 俊二

／村崎 友

／岸田 るり子 ／重松 清

／姫井 由美子／森 晶麿

／伊藤 元重

一般＊社会・自然科学

一般＊医学・家政学

一般＊文学
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／呉 勝浩

／三上 延

／金沢 伸明

／小路 幸也

／川上 未映子 ／西村 京太郎
／川口 俊和

つまをめとらば   青山 文平    著 

太平の世に行き場を失い、人生に惑う武家の男たち。身ひとつで生きる女ならば、答えを知ってい 
ようか。女が映し出す男の無様、そして、真価。時代小説の新旗手がおくる、男の心に巣食う弱さ 
を包み込む滋味あふれる武家小説集。第１５４回直木賞受賞作。 
 



できるゼロからはじめるｉＰａｄＰｒｏ/Ａｉｒ２/ｍｉｎｉ４超入門 「ない仕事」の作り方 ／みうら じゅん
今すぐ使えるかんたんビデオ編集＆ＤＶＤ作り 泣くのはいやだ、笑っちゃおう「ひょうたん島」航海記
新型ＴＯＹＯＴＡプリウス ／武井 博
本を読む人だけが手にするもの ／藤原 和博 スター・ウォーズフォースの覚醒予習復習最終読本
発達障害のある子を理解して育てる本 ／河原 一久
ネコのキモチ解剖図鑑 映画女優吉永小百合 ／大下 英治
大人女子の体幹ストレッチ ／広瀬 統一 不動の魂 ／五郎丸 歩
困ったときにすぐひけるマナー大事典 リーダー論 ／高橋 みなみ
会うたびに「感じのいい人」と言わせる大人の言葉づかい フグ田マスオさん家を買う。 ／峰尾 茂克

／齋藤 孝

にっぽんしょうがっこう ／のぶみ
けしごむくん 十二支のはじまり ／いもと ようこ
ゆきだるまうさぎ ちょんまげとんだ ／広瀬 克也
東京駅 たんけん絵本 ／濱 美由紀 地球のみえないところをのぞいてみたら ／てづか あけみ
はるののはら こねこのえんそく ／さこ ももみ キイロドリゆめをかなえる ／オルガ・デ・ディオス
おもちゃのチャチャチャ ／市原 淳 トーマスとヒロのだいかつやく ／ウィルバート・オードリー
Ｉ　Ｌｏｖｅ スヌーピー げんこつげんたろう ／伊藤 秀男
　　

光を失って心が見えた　全盲先生のメッセージ／新井 淑則 図解大事典日本の妖怪
親子で楽しむはじめての算数 恋ってなに？ ／大野 正人
おばけのアッチ　パン・パン・パンケーキ ／角野 栄子 ピッチの王様［１］～[３］ ／ティロ
きえた！？かいけつゾロリ ／原 ゆたか どこがあぶないのかな？　危険予測シリーズ［２］～［５］
新幹線１００点 ／広田 泉・広田 尚敬 １０分で読めるノーベル賞をとったえらい人
大村智ものがたり にっぽんのおやつ　写真絵本おやつ風土記 ／白央 篤司
なぜ？どうして？世の中のふしぎ ゆうれい回転ずしにぎりずし一本勝負！ ／佐川 芳枝

橋の大解剖　あんな形こんな役割
事前学習に役立つみんなの修学旅行　沖縄 ものづくりを変える！３Ｄプリンター ／荒舩 良孝
くらべてわかる！イヌとネコ ／大野 瑞絵 日本の伝統野菜

　四国八十八ケ所霊場「涅槃の道場・香川県」 郷土

　映画ハピネスチャージプリキュア！人形の国のバレリーナ キッズ・ファミリー

　四国八十八ケ所霊場「発心の道場・徳島県」 郷土

　四国八十八ケ所霊場「修行の道場・高知県」 郷土

　四国八十八ケ所霊場「菩提の道場・愛媛県」 郷土

  ふしぎな岬の物語 邦画

　雪の女王 洋画

タイトル名 ジャンル

まんが戦国１０００人　応仁の乱から大坂城炎上まで乱世のドラマを読む

ＤＶＤ

／馬場 錬成

じどう＊よみもの・そのた

／北村 裕花

じどう＊えほん

よるのとしょかんだいぼうけん
／いもと ようこ

／えがしら みちこ

一般＊その他

きみのおうちは   あんどう はるか 絵 

自分の足で歩けるようになったモーリは、お外で遊ぶのが楽しくてしょうがない。今日もおでかけ。そこで出会った          
ツバメやネコ、みんなの「おうち」におじゃますることに。「きみのおうちは、どんなおうち？」                           
おたまじゃくしの弟たちよりちょっぴり早く手と足がはえた、小さなカエルの物語。 

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。 
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