
ガラパゴス［上］［下］ また、同じ夢を見ていた
家康、江戸を建てる フランダースの帽子
やがて海へと届く 神剣
赤毛のアンナ 星宿る虫 ／嶺里 俊介
ブロッケンの悪魔 幹事のアッコちゃん
象は忘れない ミナトホテルの裏庭には
ビューティーキャンプ 水鏡推理［２］
卒業するわたしたち たそがれどきに見つけたもの
ファイヤーボール 教場［２］ ／長岡 弘樹
ヘッドゲーム まく子 　　

ラヴレターズ カエルの楽園
１１２日間のママ 鳴門の渦潮を見ていた女 ／西村 京太郎
人生の原則 息子に贈ることば
台湾生まれ日本語育ち ／温 又柔

奇界紀行 ／佐藤 健寿 幸せになる勇気 ／岸見 一郎・古賀 史健
ゼロ秒思考 ／赤羽 雄二 くじけない自分のつくり方 ／ポール・マギー
東京都三多摩原人 ／久住 昌之 るるぶ高知四万十’１６～’１７
はじめての哲学 ／石井 郁男 るるぶ大阪ベスト’１６～’１７
世界の大富豪１００の言葉 ／真山 知幸 るるぶこどもとおでかけ関西’１６～’１７

働く女子の運命 ／濱口 桂一郎 学校では教えてくれない経済学の授業 ／吉本 佳生
ＮＯＲＡＤ 北米航空宇宙防衛司令部 ／櫻田 大造 日本経済の「質」はなぜ世界最高なのか ／福島 清彦
「ハカる」力 ／三谷 宏治 マイナンバーでこう変わる！遺産相続
タカラは足元にあり！地方経済活性化戦略 ／金丸 弘美 きょうだいリスク ／平山 亮・古川 雅子
４００のプロジェクトを同時に進める ２３区格差

　　佐藤オオキのスピード仕事術 ／佐藤 オオキ チャンスの波に乗りなさい ／澤 満壽子
元警察署長が教えるお巡りさんの上手な使い方／石橋 吾朗 はじめての弓道 ／松尾 牧則

これならわかる＜スッキリ図解＞介護保険 　　／高野 龍昭 和食のおいしい献立 ／山脇 りこ
もう限界！！介護費用を「１円でも安くしたい」ときに読む本 津田陽子のパウンドケーキ ／津田 陽子
ウルトラ図解 腰・ひざの痛み 暦の手仕事 季節を慈しむ保存食と暮らし方 ／中川 たま
よくわかるうつ病 人気ショップの便利帖
脊柱管狭窄症は自分で治せる！ ／酒井 慎太郎 ネクタイ、スーツを捨てて「おしゃれカジュアル」をめざせ！
４０歳からは股関節と肩甲骨を鍛えなさい！ フランス人は１０着しか服を持たない［２］

／中野 ジェームズ修一 ／ジェニファー・Ｌ．スコット

一般＊社会・スポーツ

一般＊医学・家政学

一般＊哲学・歴史・地理

／百田 尚樹

／曾野 綾子
／清水 健

／辻 仁成

／加藤 千恵 ／朝倉 かすみ
／富樫 倫太郎
／富樫 倫太郎 ／西 加奈子

／樋口 明雄 ／柚木 麻子
／柳 広司 ／寺地 はるな

／林 真理子 ／松岡 圭祐
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一般＊文学

／相場 英雄 ／住野 よる
／門井 慶喜 ／長野 まゆみ

／真保 裕一

／池田 利道

／彩瀬 まる ／葉室 麟

狗賓童子の島   飯嶋 和一    著 

幕末、とある流刑の地に、はるばる大坂から流された一人の少年がいた。ある時彼は狗賓が宿るという「御山」 
の千年杉へ初穂を捧げる役を、島の人々から命じられる。そこは狗賓に許された者しか踏み入ることができない 
聖域だった。やがて島の外から徐々に重く暗い雲が忍び寄る…。第１９回司馬遼太郎賞受賞作。 
 

ぐ ひ ん ど う じ 



震災編集者 ／土方 正志 小さな庭のつくり方
お金のこと、子どもにきちんと教えられますか？／河村 京子 おいしく育てる野菜づくり 失敗しないコツと対策／五十嵐 透

偏差値２０台から医学部合格したけど、何か質問ある？ スマホで成功！売れる商品写真撮影講座 ／久門 易
／可児 良友 グッド・フライト、グッド・ナイト ／マーク・ヴァンホーナッカー

エントリーシート履歴書・面接の表現術
図解 知らないとソンをする！定年後のお金 虹の橋を渡りたい ／中田 整一
獣医さんだけが知っている動物園のヒミツ人気者のホンネ 四国の仏像 ／青木 淳
日本の礼儀作法 ／竹田 恒泰 この名曲が凄すぎる ／百田 尚樹
ねこはすごい ／山根 明弘 英語教材完全ガイド２０１５
ニッポンのお・み・や・げ 絶対にすべらない！披露宴のあいさつ集 ／立山 章雄

コキンちゃんとメロンパンナ ／やなせ たかし
だれかぼくをぎゅっとして！ ／シモーナ・チラオロ ごはんのじかん ／レベッカ・コッブ
いつだってともだち ／降矢 なな アイデアたまごのそだてかた
いけいけ！しょうがくいちねんせい ／北村 裕花 ／刀根 里衣
たこやきのたこさぶろう ／長谷川 義史 とっきゅうでんしゃあつまれ ／山本 忠敬
なかないでなかないで なきむしおばけ ／なかの ひろたか
あおいカエル ／長田 真作 とんでもない ／鈴木 のりたけ
あかいかばんのひみつ ／フレヤ・ブラックウッド たまおくんはたまごにいちゃん ／あきやま ただし
そろそろそろーり ／たんじ あきこ くろくまくんのスカーフ ／小林 ゆき子
くつあらいましょう ／さこ ももみ ぼくらはうまいもんフライヤーズ ／岡田 よしたか
　　

たらふくまんま 奇跡の犬、ウィル ／吉田 太郎

ポンちゃんはお金もち ／たかどの ほうこ 表参道高校合唱部！ ／桑畑 絹子
きょうはかぜでおやすみ ／パトリシア・マクラクラン ミラクルハッピー超アタル！誕生日うらないＤＸ ／ムッシュ ムラセ

どうぶつのおばけずかん ／斉藤 洋 それでも、海へ　陸前高田に生きる ／安田 菜津紀
天国にとどけ！ホームラン ／漆原 智良 ルルとララのすてきなパーティブック
田んぼのコレクション １週間後にオレをふってください
白井健三 体操ニッポンの新星 消えた１日をさがして
プロ野球カラー名鑑２０１６ 小説進撃の巨人ＬＯＳＴ ＧＩＲＬＳ ／瀬古 浩司

　イミテーション・ゲーム 洋画
　インサイド・ヘッド キッズ・ファミリー

　紅白が生まれた日 邦画

タイトル名 ジャンル
　アゲイン　２８年目の甲子園 邦画

　トミカわいわいずかん　警察車両へん キッズ・ファミリー

じどう＊よみもの・そのた

／馬場 のぼる

／内山 りゅう
／本郷 陽二

ＤＶＤ

ゆめみるひつじのおくりもの

じどう＊えほん

ショッピングカートのぼうけん ／ノエル・スミット

／黒井 健

一般＊その他

／メイ・ベソム

ペーパーナプキンで楽しむ素敵なアレンジ雑貨＆ギフト小物

キッズ・ファミリー　ミッキーのモンスターミュージカル

くろくまくんのスカーフ   小林 ゆき子 作 

散歩の途中で黄色いスカーフをなくしてしまった、くろくま３兄弟の末っ子クース。森の中を探し回ってもなかなか 

スカーフは見つからなくて…。クースのスカーフは無事に見つかるのかな？どきどきわくわくの穴あきしかけ絵本。 

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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