
ドール 傷
孤狼の血 あなたという国 ニューヨーク・サン・ソウル ／ドリアン 助川
教団Ｘ 私は存在が空気
獅子吼 ／浅田 次郎 螻蛄（けら） ／黒川 博行
坂の途中の家 ／角田 光代 ムーンナイト・ダイバー
お伊勢まいり ／平岩 弓枝 天才
ブラック・ヴィーナス ／城山 真一 陽性
ヒガンバナ 警視庁捜査七課ＳＴＯＲＹ ＢＯＯＫ／日本テレビ原作 業物語
わたしの宝石 図書館の殺人 ／青崎 有吾
ロング・ロング・ホリディ 花冷えて

二人ノ世界 ／松下 隆一 さよならは小さい声で
女が眠る時 ／百瀬 しのぶ ありきたりの痛み
メガバンク最終決戦 ／波多野 聖 自分のままで暮らす ／吉沢 久子
超高速！参勤交代 老中の逆襲 倒れるときは前のめり ／有川 浩
見果てぬ日本 救命センター カルテの向こう側 ／浜辺 祐一

ヒトの本性 ／川合 伸幸 眠れないほどおもしろい心理テスト

禅の教えに学ぶ　捨てる習慣と軽やかな人生／枡野 俊明 嫌われる勇気 ／岸見 一郎
正義の法 ／大川 隆法 退屈な日常を変える偉人教室 ／五百田 達成
超一流の、自分の磨き方 ／太田 龍樹 誰もがその先を聞きたくなる地理の話大全
アメリカ大統領はなぜＵＦＯを隠し続けてきたのか るるぶ石川’１６

／ラリー・ホルコム るるぶ伊勢志摩’１６
触楽入門 はじめて世界に触れるときのように ／テクタイル るるぶ京都’１６～’１７

いちばんわかりやすい確定申告の書き方 池上彰が世界の知性に聞く
天皇家の経済学 ／吉田 祐二 　　　　　　どうなっている日本経済、世界の危機 ／池上 彰
無戸籍の日本人 インターネット望遠鏡で観測！現代天文学入門
柔らかな海峡 ／金 惠京 太陽系惑星大図鑑
新社会人の教科書 植物は＜知性＞をもっている ／ステファノ・マンクーゾ

「大人のＡＤＨＤ」のための段取り力 すごい家事 ／松橋 周太呂
スマホ老眼は治る！ ／荒井 宏幸 みんなの家事ブック
農業女子のおうちごはん はじめてのファランジリング ／ＶＡＮＥ内田香子
これだけで、ラクうまごはん ／瀬尾 幸子 ５０歳、おしゃれ元年。 ／地曳 いく子
一生作り続けたい肉・魚のおかず ／田中 伶子
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一般＊文学

／山下 紘加 ／堂場 瞬一
／柚月 裕子
／中村 文則 ／中田 永一

／天童 荒太
／石原 慎太郎

／中尾 明慶
／西尾 維新

／朱川 湊人
／小路 幸也 ／あさの あつこ

／片山 杜秀

／松浦 弥太郎
／東山 彰良

／土橋 章宏

一般＊哲学・歴史・地理

一般＊社会・自然科学

／井戸 まさえ

一般＊医学・家政学

あの日   小保方 晴子    著 

真実を歪めたのは誰だ？研究者の道が閉ざされたいま、ＳＴＡＰ細胞騒動の真相、生命科学界の 

内幕、業火に焼かれる人間の内面を自身の弱さや未熟さをもさらけだして綴った、小保方晴子の 
衝撃の手記。 



圏外編集者 ／都築 響一 日本ラグビー応援マガジン がんばれニッポン!!ラグビー男子
いつまでも快適に暮らす間取りのセオリー 大相撲力士名鑑 平成２８年度
昭和のレトロパッケージ ／初見 健一 １・２・３で描ける！スマホ絵レッスン ／ｍｉｚｕｔａｍａ
チョコレートの手引 ／蕪木 祐介 マステで素敵にアレンジ楽しいギフト＆おもてなし ／森 珠美
特急列車の謎とふしぎ おやすみ、ロジャー ／カール=ヨハン・エリーン
孫育ての時間 祖父母に贈るはじめての育孫書 キズナ ／松本 利夫・ＥＸＩＬＥ ＵＳＡ・ＥＸＩＬＥ ＭＡＫＩＤＡＩ

小品盆栽をはじめよう 役者は一日にしてならず ／春日 太一
東大流これからはじめる囲碁入門 ／光永 淳造 火野正平 若くなるには、時間がかかる ／火野 正平
牛を飼う球団 ／喜瀬 雅則 たった一通の手紙が、人生を変える ／水野 敬也

大和言葉つかいかた図鑑 ／海野 凪子

どんないちにち 文房具のやすみじかん ／小池 壮太
あさごはんできた！ グーグースースー ／シモーナ・ムラッツァーニ
白雪姫　たのしいたからさがし 手と手をつないで ／ブリッタ・テッケントラップ
のっぽのスイブル１５５ ／こもり まこと へそのかくれが ／かべや ふよう
モリくんのいちごカー ／かんべ あやこ ねこのピートはじめてのがっこう ／ジェームス・ディーン
ドンのくち ／こしだ ミカ イモリくんヤモリくん ／松岡 たつひで
きをつけて おおかみだ！ ポテトむらのコロッケまつり ／出口 かずみ
しあわせないぬになるには ／ジョー・ウィリアムソン コトリちゃん ／やまぐち めぐみ
うめじいのたんじょうび ／かがくい ひろし ゆりちゃんのおひなさま ／花山 かずみ
　　

ミュウとゴロンとおにいちゃん ／小手鞠 るい 遠野物語 ／柳田 國男
イッキによめる！天才武将真田幸村３３の謎 ／楠木 誠一郎 キキに出会った人びと 魔女の宅急便〈特別編〉 ／角野 栄子

あっぱれ！なんでも日本一 感染症キャラクター図鑑 
最強生物のクイズ図鑑 ウォーリアーズ ４－１ 予言の猫 ／エリン・ハンター
なでしこジャパン つないだ絆 くだものいっぱい！おいしいジャム
流れ星 たかはしけいこ詩集 ／たかはし けいこ うたたねネックルとネムのくに ／野田 道子
エイプリルと魔法のおくりもの へっちゃらトーマス ／パット・ハッチンス
築地市場 絵でみる魚市場の一日

一般＊その他

／ヴァンサン・ブルジョ

じどう＊よみもの・そのた

じどう＊えほん

／たしろ ちさと
／吉田 朋子

ＣＤ

タイトル名 歌手名

／あんびる やすこ
／モリナガ ヨウ ちがいはっけん図鑑

ジャズ

洋楽

ジャンル
　ＯＦＦ ＣＯＵＲＳＥ ＢＥＳＴ“ｅｖｅｒ” オフコース 邦楽

　ＤＲＥＡＭＳ ＣＯＭＥ ＴＲＵＥ ＴＨＥ ＢＥＳＴ！私のドリカム ＤＲＥＡＭＳ ＣＯＭＥ ＴＲＵＥ 邦楽

　みんなだいすきキャラクターソング・ベスト 子ども

　青春歌年鑑デラックス’８５～’８９ オムニバス／邦楽

　ギフト・オブ・ラブ～ベスト・コレクション～ ベット・ミドラー

　大人のゆったりカフェ・ジャズ Ｂｅｓｔ３０

ぼくはいったいなんやねん     岡田 よしたか 

自分がなんなのかわすれてしまった“ぼく”。耳かき？くぎ抜き？編み棒？「いやいや、ぼくは絶対なにかを 
食べるときにつかうもんや。」そう思った“ぼく”は自分探しの旅に出た。“ぼく”が自分がなんなのかを思い 
出すまでを描いたユーモア絵本。 

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。 

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


