
光陰の刃 孤独の果てで犬が教えてくれた大切なこと ／瀧森 古都
暗幕のゲルニカ ／原田 マハ 武蔵野アンダーワールド・セブン［２］
海の見える理髪店 ／荻原 浩 海を撃つ
余命二億円 うめ婆行状記 ／宇江佐 真理
擬宝珠（ぎぼし）のある橋 砂丘の蛙
美女二万両強奪のからくり 恩讐の鎮魂曲
真実の檻 神様のコドモ
みんなの少年探偵団［２］ ／有栖川 有栖・歌野 晶午ほか ハーレーじじいの背中 ／坂井 希久子
喪失の儀礼 背律 ／吉田 恭教
たまらなくグッドバイ ロバのサイン会 ／吉野 万理子

小説版スキャナー ひとりの記憶 ／橋口 譲二
春はやて ／平岩 弓枝・藤原 緋沙子ほか 昨日ヨリモ優シクナリタイ
さよなら、ママ きみまろ「夫婦川柳」傑作選［２］ ／綾小路 きみまろ
屋根裏の仏さま ／ジュリー・オオツカ 物語ること、生きること ／上橋 菜穂子

幸せになる言葉 幸せにする言葉 ／出口 光 泣きたくなる旅の日は、世界が美しい ／小林 希
「きちんと考える」技術 ／吉田 裕子 縁起物 福を招くかたち
竹島 ／池内 敏 徳島のほんと ／福岡 晃子・庄野 雄治
大学でまなぶ日本の歴史 るるぶ香川高松琴平直島小豆島’１７
ヒラリー・クリントン本当の彼女 ／カレン・ブルーメンタール るるぶ沖縄ドライブ’１７

図で考えるとすべてまとまる ／村井 瑞枝
「少子さとり化」ニッポンの新戦略 ／原田 曜平 ／桔梗 有香子・西尾 暁子
学校と一緒に安心して子どもを育てる本 ／多賀 一郎 最新食品工場の衛生管理がよ～くわかる本 ／河岸 宏和
今がわかる時代がわかる学習地図２０１６→２０１７ 徹底ガイド！北海道新幹線まるわかりＢＯＯＫ
母さんごめん、もう無理だ ／朝日新聞社会部 すごい！希少金属 ／齋藤 勝裕
福島のお母さん、聞かせて、その小さな声を ／棚澤 明子 トコトンやさしいバイオミメティクスの本 ／下村 政嗣
ダメ出す力 部下の欠点が業績アップに変わる。 ／小川 祥二 最新鉄道業界の動向とカラクリがよ～くわかる本 ／佐藤 信之

回復するちから ／熊谷 一朗 「くりかえし」を楽しむ１２か月のおうちしごと ／田中 千恵
いのちを“つくって”もいいですか？ ／島薗 進 シンプルかわいい手づくりピアス＆イヤリング／いわせ あさこ
薄毛の科学 ／乾 重樹ほか 忙しい人の家族ごはん ／城川 朝
図解肺がんの最新治療と予防＆生活対策
１週間で８割捨てる技術 ／筆子 　　毎日食べたい、作りたいワンプレートごはん／樋口 正樹

ふんわり、しっとりケーキ ／浜内 千波
／上田 淳子 はじめての手づくり和菓子 ／安田 由佳子

ママでもできる！生徒さんが途切れないおうち教室をはじめる本

Ｏｎｅ Ｐｌａｔｅ ＤＩＳＨＥＳ

うちの食べてくれない困ったちゃんが楽しく食べる子に変わる本

一般＊医学・家政学

一般＊社会・産業

／キャロル・ガイトナー
／和合 亮一

一般＊哲学・歴史・地理

／古沢 良太

／松本 清張
／大津 光央

／吉村 龍一
／周防 柳

／宇江佐 真理 ／柴田 哲孝
／佐藤 雅美 ／中山 七里

山川図書館 新刊のおしらせ
2016年5月

一般＊文学

／西村 健
／長沢 樹

／下村 敦史 ／山田 悠介

希望の海   熊谷 達也    著 

津波により両親と家を奪われた高校生の翔平は、妹の瑞希と仮設住宅で暮らしていた。震災の影響で心が荒む 
翔平だったが、瑞希の提案で「ラッツォク」を焚くことになり、あの日以降止まっていた“時”と向き合う。 
宮城県在住の直木賞作家が東北の港町に生きる人々の姿を通して描く、３・１１からの再生の物語全９編。 
 



できるＯｆｆｉｃｅ３６５ ２０１６年度版 ／インサイトイメージ 食べる薬草・山野草早わかり
インスタグラムはじめる＆楽しむガイドブック ／藤田 和重 ゆっくりたのしむ山歩き ／古谷 聡紀
今すぐ使えるかんたんＴｗｉｔｔｅｒ入門 ／リンクアップ ロードバイクアップグレード大図鑑
Ｆａｃｅｂｏｏｋフェイスブックスマートガイド ／リンクアップ 写真でわかる釣り魚カラー図鑑 ／豊田 直之ほか
これからはじめるＬＩＮＥ基本＆活用ワザ／コグレ マサトほか １９９８年の宇多田ヒカル ／宇野 維正
今すぐ使えるかんたんＷｉｎｄｏｗｓタブレット ／オンサイト 私のものじゃない、私の歌 ／Ｍａｙ．Ｊ
はじめての今さら聞けないＷｉ-Ｆｉ入門 ／荒石 正二 いぬとわたしの防災ハンドブック ／いぬの防災を考える会
はじめてのスマホのデータ移行 ／Ｓｔｕｄｉｏノマド ディズニー切り紙あそび ／桜 まあち
知識ゼロからの国宝入門 関西弁にゃんこおしゃべり手帖 ／Ｍａｋｉ
四季に映える日本の名城 金田一秀穂の心地よい日本語 ／金田一 秀穂

映画妖怪ウォッチ エンマ大王と５つの物語だニャン！
なでなでももんちゃん ／とよた かずひこ みどくんとあかくん ／ドーリー
レッツゴーおべんとう！ ／わたなべ あや しかけのないしかけえほん
オオカミがキケンってほんとうですか？ ／せき ゆうこ ／鎌田 歩
はるやさいのはるやすみ ／柿田 ゆかり クルツのごきげんしゃしんかん ／加藤 晶子
からかさにざえもん いいわけサウルス ／丸山 誠司
きかんしゃトーマス トーマスのはじめて物語 ／ウィルバート・オードリー くまのじてんしゃやさん ／ふくしま さち
まるいもののなかに ／荒井 真紀 プリキュアオールスターズまるごと大ずかん
１００までかぞえるウルトラかいじゅう１・２・３ いろいろおすし ／山岡 ひかる
　　

こぶたものがたり チェルノブイリから福島へ ／中澤 晶子 ケンガイにっ！ ／高森 美由紀
おいしい１時間 ピッチの王様[４] ／ティロ
アーロと少年 ／スーザン・フランシス Ｏｒａｎｇｅ[３] ／高野 苺
ようこそなぞなぞしょうがっこうへ ／北 ふうこ やっぱりこういうときどうするんだっけ ／辰巳 渚
図書館脱出ゲーム[上][下] ／クリス・グラベンスタイン 妖怪・妖精・不思議迷宮
なぜ？の図鑑 植物 オバケ屋敷にお引っ越し ／富安 陽子
日本のおりがみ１２か月 ／山口 真 鉄道なぜなにブック
３日で咲く花 おりがみだいすきおってあそぼ！アンパンマン ／やなせ たかし

どうしてねっちゅうしょうになるの？ ５分間だけの彼氏

子ども

ＣＤ

タイトル名

　ＢＥＳＴ ＯＦ ＴＨＥ ＴＨＲＥＥ ＶＩＯＬＩＮＩＳＴＳ 葉加瀬太郎・高嶋ちさ子・古澤巌

　ザ・ベスト　オルゴールのある生活～Ｊ-ＰＯＰ ヒーリング

　あそびうた伝～古今東西 虎の巻

　２０ｔｈ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ ＢＥＳＴ ＡＬＢＵＭ 非脱力派宣言 ＰＵＦＦＹ 邦楽
　森進一ベスト～歌手生活５０周年記念盤～ 森進一 演歌

演奏

歌手名 ジャンル
　ＺＡＲＤ Ｆｏｒｅｖｅｒ Ｂｅｓｔ～２５ｔｈ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ～ ＺＡＲＤ 邦楽

／のぶみ
ちかてつのぎんちゃん

／国松 エリカ

じどう＊よみもの・そのた

／橘 伊津姫

じどう＊えほん

おしゃれコーディネーター ／石崎 なおこ

一般＊その他

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 

ぎょうれつのできるレストラン  
  ふくざわ ゆみこ 作 

ふくろうのポーのおうちは木のてっぺんにあるレストラン。ポーの夢はお父さんやお母さんみたいなコックになる 
こと。ある日、木から落ちてしまったポーは、お料理のへたなモグラのかわりに、おいものレストランでお料理を 
することになる。 

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 


