
ヒーロー！ 帰郷 ／浅田 次郎
星籠（せいろ）の海[上][下] ストレンジャー・イン・パラダイス ／小路 幸也
炎罪 伯爵夫人 ／蓮實 重彦
真実の１０メートル手前 希望荘
女學生奇譚 ジャッジメント
遊園地に行こう！ ぬるま湯女子会、３８度
子どもの自分に会う魔法 ／石井 ゆかり 美を尽くして天命を待つ
地上最後の刑事 金メダル男
晩秋の陰画（ネガフィルム） 日曜劇場『９９.９－刑事専門弁護士－』[上]／百瀬 しのぶ
日韓戦争 全員、片想い

水鏡推理[３]
文豪聖地さんぽ

見下すことからはじめよう ねこでら　猫がご縁をつなぐ寺
昭和史 ／古川 隆久 るるぶ山陰’１７
沖縄オトナの社会見学Ｒ１８ るるぶ広島宮島’１７
日本全国津々うりゃうりゃ るるぶ四国’１７
世界で一番貧しい大統領と呼ばれたホセ・ムヒカ

ゴルバチョフに会いに行く くらべる東西 ／おかべ たかし
憲法って、どこにあるの？ もう限界！！施設介護を考えるときに読む本
初めてリーダーになったあなたへ 電力・ガス自由化の衝撃！ ／チェ ジョンウン・本橋 恵一
ストーカー加害者 日本懐かし文房具大全
警察は本当に「動いてくれない」のか はじめての今さら聞けないＹｏｕＴｕｂｅ入門 ／八木 重和
１８歳選挙権ガイドブック ／川上 和久 とも働き家族の新しい家づくり
総理 ／山口 敬之

症状改善！ツボ大全 赤ちゃんすくすく時期別妊娠中の食事
簡単プチヨガ きほんのアロマテラピー ／佐々木 薫
ライザップごはん シンプルかわいいマニキュアフラワーのアクセサリー
味つけ上手になれる！調味料使いこなし手帖 ／いわせ あさこ

／川瀬 七緒
／真保 裕一

／宮部 みゆき

／南 綾子
／小林 由香

／鏑木 蓮
／米澤 穂信

／島田 荘司

／ＲＩＺＡＰ株式会社
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一般＊文学

／白岩 玄

一般＊社会・工業

／山田 玲司

／林 真理子

／中村 秀樹

／ベン・Ｈ.ウィンタース ／内村 光良
／山本 一力

／設楽 朋
／松岡 圭祐

一般＊歴史・地理

一般＊医学・家政学

／宮田 珠己

／亀山 郁夫
／谷口 真由美

／仲村 清司他

／きだて たく
／佐々木 保博

／中沢 薫
／田淵 俊彦他

天下人の茶     伊東 潤 著 
 

 現世の天下人となった秀吉、茶の湯によって人々の心の内を支配した千利休。茶の湯文化を創出した 

 男とその弟子たちの生き様もまた、武士たちに劣らぬ凄まじさをみせる。戦国時代を舞台に繰り広げ 

 られる“もうひとつ戦い”秀吉対利休。果たして実際の勝者はどちらなのか。傑作時代長編。 

  (第１５５回 直木賞候補作） 



ノバク・ジョコビッチ伝 ／クリス・バウワース おうちでボードゲームｆｏｒママ＆キッズ ／すごろくや
一生使える「接客サービスの基本」 ／三上 ナナエ デジタル一眼Ｑ＆Ａ大事典
一生使える「敬語の基本」が身につく本 ／井上 明美 メダカ生活はじめませんか？
骨格バランス改善メソッド ／岡田 隆 妊活スタートブック
かわいいやきもの ／柏木 麻里 新幹線コンプリートブック
絵てがみ　美しい日本を巡る旅のことば選び ／吉水 咲子
妖怪ウォッチ[１０] ／小西 紀行
空母いぶき[４] ／かわぐち かいじ

やさいのがっこう とまとちゃんのたびだち ／なかや みわ はじめてのおとうさんはウルトラマン ／みやにし たつや
あそぼ ／エルヴェ・テュレ ようかいえんのかいすいよく ／白土 あつこ
あれたべたい ／目黒 雅也 よるのおさんぽ ／デイヴィッド・ウォーカー
おたのしみじどうはんばいき ／宮知 和代 ワニのワッフルケーキやさんワニッフル ／谷口 智則
カエルのおんがくたい ／刀根 里衣 ジョンくんのてがみ ／市居 みか
ぺんぎんたいそう ／齋藤 槇 くだものおばけやしき ／酒巻 恵
かえってきたクレヨン ／オリヴァー・ジェファーズ さけのかけごえどんどこせ ／菅原 たくや
冒険！発見！大迷路ＧＯ！ＧＯ！カーレース おじいちゃん、おぼえてる？ ／オーウェン・スワン

／原 裕朗・バースデイ かぁかぁもうもう ／丹治 匠
ゆっくりゆっくりなまけものくん ／オームラ トモコ

ニコニコ・ウイルス ／くすのき しげのり さくら坂 ／千葉 朋代
魔女バジルと黒い魔法 ／茂市 久美子 妖怪 異界からのことづて！ ／村中 李衣
ミウの花まる夏休み ／きたじま ごうき 大迫力！世界のＵＭＡ未確認生物大百科
「水辺の楽校」の所くん ／本田 有明 宇宙のふしぎなぜ？どうして？
Ｑ→Ａ ／草野 たき はじめての焼き菓子 ／寺西 恵里子
三年一組、春野先生！ ／くすのき しげのり トリックアートミステリートレイン
せなか町から、ずっと ／斉藤 倫 クレヨンしんちゃんの世界の国なるほど地図帳
表参道高校合唱部！［３］ ／桑畑 絹子 中学生理科の自由研究パーフェクト
いとの森の家 ／東 直子 小学生の自由工作パーフェクト 低学年編 １・２・３年生
チビまじょチャミーとハートのくに ／藤 真知子 小学生の自由工作パーフェクト 高学年編 ４・５・６年生

トイストーリー 謎の恐竜ワールド キッズ・ファミリー
ブリッジ・オブ・スパイ 洋画

邦画

じどう＊よみもの・そのた

ＤＶＤ

図書館戦争 ＴＨＥ ＬＡＳＴ ＭＩＳＳＩＯＮ
祖谷物語 邦画

タイトル名 歌手名

一般＊その他

じどう＊えほん

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 

。 
 
 

  

おじいさん、おばあさん、ネコのマツが住んでいるのは、ばけもの屋敷。ある日、黒い雲があらわれて 
ネコたちをさらっていった。ばけものたちが雲のあとをつけると、そこには妖怪ネズひめがいて…。 

ばけものたちが大活躍する、こわくて楽しいおばけの絵本。 

でるでるでるぞねこさらい 
 高谷 まちこ 著 


