
橋を渡る ／吉田 修一 アポリア ／いとう みく
武蔵無常 ／藤沢 周 マル暴総監 ／今野 敏
自殺予定日 ／秋吉 理香子 ポイズンドーター・ホーリーマザー ／湊 かなえ
イノセント ／島本 理生 涼やかに静かに殺せ ／森村 誠一
総理に告ぐ ／永瀬 隼介 決戦！川中島 ／冲方 丁 ほか

エミリの小さな包丁 ／森沢 明夫 天あり、命あり ／江上 剛
オーディション ／畑野 智美 さよならクリームソーダ ／額賀 澪
秋霜 ／葉室 麟 今日から仲居になります ／中居 真麻
台所のラジオ ／吉田 篤弘 どこかでベートーヴェン ／中山 七里
書店ガール[５] ／碧野 圭 もういっかい彼女 ／松久 淳

アンバランス ／加藤 千恵 ファミレス［上］［下］ ／重松 清
イサの氾濫 ／木村 友祐 思い出のとき修理します[４] ／谷 瑞恵
半席 ／青山 文平 死と砂時計 ／鳥飼 否宇
夜を乗り越える ／又吉 直樹 こんがり、パン ／赤瀬川 原平 ほか

なるほど世界地理 ／宇田川 勝司 わが家の防災ハンドブック
日本会議の研究 ／菅野 完 しごとのきほん大全
超チーム力 ／リッチ・カールガード 「働きたくない」というあなたへ ／山田 ズーニー
奔走老人 ／谷川 洋 憲法の無意識 ／柄谷 行人

「感情に振りまわされない人」の脳の使い方 ／和田 秀樹 布好き　かご好き　バッグが好き ／昆布 尚子
睡眠大事典 ／守田 優子 ２皿で完結！和のラクうま定食 ／冨田 ただすけ
旬の野菜の栄養事典 きょうのごはん ／野口 真紀
毎朝、服に迷わない ／山本 あきこ よく食べ、よく寝て、よく生きる　水木三兄弟の教え
着かた、生きかた ／地曳 いく子 ／水木 しげる
大人のＦａｓｈｉｏｎ　＆　Ｍａｎｎｅｒｓ　ｓｔｙｌｅ　ｂｏｏｋ 大人のゆかたスタイルブック ／秋月 洋子

民警 ／猪瀬 直樹 東京ディズニーランド完全ガイド２０１６－２０１７
「理」と「情」の狭間 ／磯山 友幸 すぐに使える！土・肥料・鉢
パスタは黒いお皿で出しなさい。 ／氏家 秀太 京都鉄道博物館を攻略
クレーム対応の全技術 ／古谷 治子･工藤アリサ 緊急復刊アサヒグラフ　九州・熊本大地震
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          永遠とは違う一日    押切 もえ   著 

絶賛を浴びた文芸誌デビュー作！問題が生じ、ふと立ち止まりそうになる女性の心情をそっと掬い上げ、背中を 

やわらかく押す連作短篇集。マネージャー、スタイリスト、画家、事務員・・・。様々な人間模様を描いている。女性 

たちの希望と焦り、夢と曲がり角、そしてささやかだけれど確実な奇蹟。また、今頑張っている全てのひとに！読ん 

だらパワーを貰えそうなお仕事小説。山本周五郎賞候補にもノミネートされた話題の作品。 



これからのエリック・ホッファーのために ／荒木 優太 蜷川実花になるまで ／蜷川 実花（にながわ みか）

頭の回転が３倍速くなる！速読トレーニング ／角田 和将 私だけが知っている金言・笑言・名言録 ／高田 文夫
遊びの宝箱 ／草場 純 真田丸　後編
はじめての手作りカード ／ｍａiｍａi Ｗｉｎｄｏｗｓ１０完全大事典 ／阿久津 良和
忍者の歴史 ／山田 雄司 今すぐ使えるかんたんはじめてのＭａｃＢｏｏｋ入門／小原 裕太
誰からも必ず「よかった！」と言われる話し方３９のコツ 今すぐ使えるかんたんＯＳ Ｘ Ｅｌ Ｃａｐｉｔａｎ

／夏川 立也
ここで負けてしまってごめんな 甲子園だけが高校野球ではない はじめてのマック２０１６

ジュウオウジャーかぞく ／のぶみ つばめこうくう ／もとやす けいじ
ばけばけばけばけばけたくん ／岩田 明子 アランの歯はでっかいぞこわーいぞ ／ジャーヴィス
よこさんとたてさん ／はやさか しずこ わたしのこねこ ／あずみ虫
おならしりとり ／ｔｕｐｅｒａ ｔｕｐｅｒａ うみのそこたんけん ／澤野 秋文
くろとん ジェットイルカとほしりょこう ／Ｕ-ｓｕｋｅ 月きゅうでん らくごえほん ／スズキ コージ
くものふわふわとふわり ／小田切 信二 こんばんはあおこさん ／かわかみ たかこ
いもうとかいぎ ／石黒 亜矢子 おまつり！おまツリー！！ ／山口 亜耶
はしれ！こうそくどうろ ／モリナガ ヨウ みつけてかぞえてどこどこどうぶつ ／ガレス・ルーカス
ねこがおおきくなりすぎた ／ハンス・トラクスラー だちょうさんのたまご ／村上 康成
ちっちゃなトラックレッドくんとグリーンくん ／みやにし たつや 夜空をみあげよう ／ジョン・シェリー
さがして！見つけて！ぼくの犬 ／秋山 正義 ネコヅメのよる ／町田 尚子

小やぎのかんむり ／市川 朔久子 子どもの手芸バッグと雑貨 ／寺西 恵里子
少年たちの戦場 ／那須 正幹 けん玉の技１２３＋
蒼とイルカと彫刻家 ／長崎 夏海 目でみることばのずかん ／おかべ たかし
もののけ屋 一度は会いたい妖怪変化 ／廣嶋 玲子 こどもどうぶつえんのみんなの１日 ／福田 豊文
びょういんのおばけずかん おばけきゅうきゅうしゃ ／斉藤 洋 やさいの花 ／埴 沙萠
理科室の日曜日 ハチャメチャ運動会 ／村上 しいこ １２星座とギリシャ神話の絵本／沼澤 茂美・脇屋 奈々代
お面屋たまよし［５］ ／石川 宏千花 地球のふしぎなぜ？どうして？
書店・図書館で働く人たち ／戸田 恭子 自由研究もエコで楽しく！ペットボトル・牛乳パックのかんたん工作

一般＊その他

ＡＬＬ ＴＩＭＥ ＢＥＳＴ Ｐｒｅｓｅｎｃｅ

じどう＊えほん

じどう＊よみもの・そのた

ＣＤ

          完全ガイドブック困った解決&便利技  

タイトル名 歌手名

ヴェリー・ベスト・オブ・ロニー・スペクター ロニー・スペクター
自律神経ストレスケアＢＥＳＴ 神山 純一

徳永 英明
Ｔ．Ｍ．Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎ
ポール・マッカートニー

子どもＬｅｔ’ｓ Ｇｏ！おでかけヒットソングＢＥＳＴ５０

２０２０―Ｔ．Ｍ．Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎ ＡＬＬ ＴＩＭＥ ＢＥＳＴ―
ピュア・マッカートニー～オール・タイム・ベスト

ジャンル
邦楽
邦楽
洋楽
洋楽

ヒーリング

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 

ぼくのじいちゃん、もと だいく。わたしのママは、いま せんせい。でも、もっとむかしは・・・？ 

むかいのねえちゃんも、いねむりしてるおじさんも。ゲコゲコがまがえる、パンダにゴリラだって・・・。 
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 もとこども 

富安 陽子 作  いとう ひろし 絵 


