
旅立ちの季節 大岩壁 ／笹本 稜平
尻尾と心臓 海と山のピアノ ／いしい しんじ
受難 祐介 ／尾崎 世界観
このあたりの人たち ジニのパズル ／崔 実
水戸黄門 ずんずん！ ／山本 一力
小説家の姉と 日曜劇場『９９.９-刑事専門弁護士-』[下] ／百瀬 しのぶ
主夫のトモロー 三の隣は五号室 ／長嶋 有
コンビニ人間 待ってよ ／蜂須賀 敬明
長流の畔（ほとり） 大沼ワルツ ／谷村 志穂
美しい距離 西洋古家具店アシュリと白い猫 ／岡篠 名桜
君と夏が、鉄塔の上 ショートショート千夜一夜 ／田丸 雅智
アンマーとぼくら ブッポウソウは忘れない ／鳥飼 否宇

おおあたり 津軽双花
マザーズ 神の舌を持つ男[１]
夏井いつきの超カンタン！俳句塾 ジャングル・ブック ／ラドヤード・キプリング
自然が答えを持っている 大人の流儀[６]
昭和の親が教えてくれたこと 彼女の家出

心理療法という謎 るるぶ群馬 ’１７
あなたがあなたのためにできる最高のこと ／上原 愛加 るるぶ埼玉 ’１７
秘密の沖縄スポットガイド ／北島 清隆 るるぶ栃木 ’１７
日本人なら知っておくべき靖國神社

言ってはいけない ／橘 玲 ０秒リーダーシップ ／ピョートル・フェリークス・グジバチ
超一流のすぐやる技術 ／横山 信弘 できる大人の「見た目」と「話し方」 ／佐藤 綾子
ときめく妖怪図鑑 ／門賀 美央子 １８歳からの政治入門
親なら知っておきたい学歴の経済学 ／西川 純

「がん治療」の正しい受け方 うつかな？と思ったら男性更年期を疑いなさい／堀江 重郎
なにをどれだけ食べたらいいの？ 肉めし ／重信 初江
おうちでできるヘアカット＆アレンジ 冷蔵庫整理のルール＆レシピ ／平岡 淳子

今日のごはん　ついでに明日のおかず ／ワタナベ マキ
今日も明日もごきげんカレー ／山脇 りこ
もう献立に悩まない ／高木 ゑみ

／伊集院 静
／森 まゆみ ／平松 洋子

一般＊医学・家政学

一般＊社会

／夏井 いつき

一般＊哲学・歴史・地理

／山竹 伸二

／畠中 恵 ／葉室 麟
／青山 美智子 ／豊田 美加

／大村 智

／山崎 ナオコーラ
／賽助

／有川 浩

／小路 幸也

／村田 沙耶香
／宮本 輝

／朱川 湊人

／帚木 蓬生
／川上 弘美
／月村 了衛
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一般＊文学

／デビット・ゾペティ
／伊井 直行
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 百年の歴史をもつ老舗足袋業者「こはぜ屋」は、従業員２０名の零細企業で業績もジリ貧。 

 ある日、社長の宮沢は会社存続のために足袋製造のノウハウを生かしたランニングシューズの開発を 
 思い立つ。しかし、その前には資金難や大手シューズメーカーの妨害など様々な障壁が立ちはだかる。 
 



なぜぼくが新国立競技場をつくるのか ／隈 研吾 Ｔｗｉｔｔｅｒ広告運用ガイド ／高橋 暁子
面白くて眠れなくなる元素 ／左巻 健男 アマチュア落語に挑戦する本！ ／室岡 ヨシミコ
日本懐かしジュース大全 ／清水 りょうこ おいしいきのこ毒きのこハンディ図鑑 ／大作 晃一 他
コンビニ店長の残酷日記 ／三宮 貞雄 オカリナ入門ゼミ　２０１６ ／橋本 愛子
ウルトラＱの精神史 ／小野 俊太郎 はじめての今さら聞けないＦａｃｅｂｏｏｋ ／金城 俊哉

ちはやふる[３２] ／末次 由紀
ＯＮＥＰＩＥＣＥ[８２] ／尾田 栄一郎

センスええこにそだつ本やで～！ ／トム・スカンプ のびのびおおかみ ／みやにし たつや
トムとジェリーの海のたんけん迷路 ／鈴木 みのる はーい！タクシー ／さくら せかい
ぱんだえほん ／ひとみこぱん さよならママがおばけになっちゃった！ ／のぶみ
ゆっくとすっくＢａｂｙ まねっこおかお ／さこ ももみ ぶきみなよるのけものたち ／ジアナ・マリノ
すすめ！うみのきゅうじょたい ／鈴木 まもる おたからパン ／真珠 まりこ
ねずみくんとおばけ ／上野 紀子 ぼくはかわです ／植田 真
ぼくのにいちゃんすごいやろ！ ／福田 岩緒 ひゃっくん ／竹中 マユミ
あらかわ・すみだがわ ／村松 昭 はしる！新幹線「はやぶさ」 ／鎌田 歩
おもちのかいすいよく ／植垣 歩子 もぐらくんのすてきなじかん ／ダニエラ・クロート
恐竜トリケラトプスとそこなしのぬま ／黒川 みつひろ つんっ！ ／新井 洋行
チャレンジミッケ！のひみつ ／ウォルター・ウィック ルドルフとイッパイアッテナ ／斉藤 洋
さわれるまなべるきょうりゅうたち ／ニニー

大久野島からのバトン ／今関 信子 ウォーリアーズ［４－２］ ／エリン・ハンター
月は、ぼくの友だち ／ナタリー・バビット アリス・イン・ワンダーランド～時間の旅～ ／カリ・サザーランド
ルルとララのようこそタルト ／あんびる やすこ ファインディング・ドリー ／スーザン・フランシス
かいけつゾロリのおいしい金メダル ／原 ゆたか さかなクンの一魚一会 ／さかなクン
百年後、ぼくらはここにいないけど ／長江 優子 星と星座のふしぎえほん ／大藪 健一
坂の上の図書館 ／池田 ゆみる ネットのルール ／関 和之
バンドガール！ ／濱野 京子 くらべる図鑑
ほねほねザウルス［１６］ ／ぐるーぷ・アンモナイツ

ブラバン！甲子園 ＴＨＥ ＢＥＳＴ
アニメ「ドラゴンボール」放送３０周年記念 ドラゴンボール 神 ＢＥＳＴ

その他

魅せられし変容 ベスト・オブ・デヴィッド・ボウイ デヴィッド・ボウイ 洋楽
美空ひばりベスト～オリジナル編～ＨＩＢＡＲＩ ＳＩＮＧＳ ＪＡＰＡＮＥＳＥ ＳＴＡＮＤＡＲＤＳ 美空 ひばり 演歌

火花 （又吉直樹 原作） 堤 真一（朗読）

演奏

邦楽
Ａｏｉ Ｗｏｒｋｓ～ｂｅｓｔ ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ ２０１１－２０１６～ 手嶌 葵 邦楽

アニメ

ＣＤ

タイトル名 歌手名
ＴＨＩＳ ＩＳ ＭＥ～絢香１０ｔｈ ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ ＢＥＳＴ～ 絢香

ジャンル

一般＊その他

じどう＊えほん

じどう＊よみもの・そのた

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 
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        こねこのきょうだいのえいた、びいこ、しーちゃんが、どんぐりもりへ、えんそくにでかけたよ。 
        なにをしてあそぶのかな？ ３きょうだいのたのしいあきのいちにちがあたたかなしきさいで 
        えがかれています。 

あきのもり   さこ ももみ 著 


