
ＢＢ/ＰＰ 消えるコトバ・消えないコトバ
去就 薄情
ずうのめ人形 蜜柑花子の栄光
ラヴィアンローズ ゆけ、おりょう
撫物語 まるまる、フルーツ
風を繡う 猿の見る夢
西一番街ブラックバイト ラストレシピ
あしたの君へ せいせいするほど、愛してる
ぼくが発達障害だからできたこと きみと歩く道
寂しさが歌の源だから 御奉行の頭の火照り
私の消滅 侍の本分

あおぞら町　春子さんの冒険と推理 教室の灯りは謎の色
危険なビーナス 神の舌を持つ男[２]
プリンセス・ダイアリー[１４] ラストナイト

ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ勝利学 吉野川に生きる
命の尊さについてぼくが思うこと ニッポンを解剖する！京都図鑑
家族無計画 歳をとるのは面白い
老いの可能性 ブラタモリ[１]　長崎 金沢 鎌倉
ネコロジー ブラタモリ[２]　富士山 東京駅 真田丸スペシャル(上田・沼田)

「核なき世界」の終着点 ／吉野 直也 ＡＤＨＤのある子を理解して育てる本
図解経済学入門 ／高橋 洋一 あたらしい憲法草案のはなし
思わず使ってみたくなる知られざることわざ ／時田 昌瑞
パナマ文書 ／バスティアン・オーバーマイヤー 他 ふるさと再生　カギは四国にあり
りこんのこども ／紫原 明子
神山プロジェクトという可能性

「忙しいのにきちんとしてる」と言われる人の３１のルール 大人のかぎ針あみウエアと小物６０ ／河合 真弓
／毎田 祥子 Ｔｏｍｙの晩酌ごはん ／Ｔｏｍｙ

科学的データでわかる果物の新常識 ／田中 敬一 他 クックパッドの居酒屋つまみ
簡単に暮らせ ／ちゃくま とくしま病院ガイド２０１６
膠原病・リウマチがわかる本 ／宮坂 信之

一般＊医学・家政学

／自民党の憲法改正草案を爆発的にひろめる有志連合

／読売新聞大阪本社「ふるさとあしたへ」取材班

／山田 吉彦

／野村 克也

／山田 倫太郎
／柴原 明子

一般＊社会

／清田 予紀 他

／東野 圭吾 ／豊田 美加
／メグ・キャボット ／薬丸 岳

一般＊哲学・歴史・地理

／柴田 よしき

／石田 衣良
／柚月 裕子
／市川 拓司

／馬場 あき子 他
／中村 文則

／今野 敏
／澤村 伊智
／村山 由佳
／西尾 維新

／あさの あつこ

／絲山 秋子
／市川 哲也
／門井 慶喜
／青木 玉 他
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一般＊文学

／松浦 寿輝 ／外山 滋比古

／吉野川に生きる会 他

／水生 大海

／桐野 夏生
／田中 経一
／豊田 美加

／佐藤 雅美
／佐藤 雅美

／ニコラス・スパークス

よっつ屋根の下     大崎 梢 著 
   

  父の転勤をきっかけに、親子４人はそれぞれに思い巡らす。 

  家族と自分は、どっちが大事？ ひとつじゃないけど、ひとりじゃない。  
  家族でいるのが大変な時代の、親子４人の物語。 



サクラサク ／吉井 妙子 インドアグリーンと暮らす ／ＴＲＡＮＳＨＩＰ
天国ポスト ／寺井 広樹 無料でここまで！一歩先ゆく画像加工＆編集術
林亮太の超リアル色鉛筆入門 ／林 亮太 知識ゼロからＷｉ－Ｆｉがぜんぶわかる本
鴻海帝国の深層 ／王　樵一 ＧＩＭＰ　２．８レタッチガイド ／タナカ ヒロシ
科学の目で見る日本列島の地震・津波・噴火の歴史 ／山賀 進 はじめての今さら聞けないアフィリエイト入門 ／染谷 昌利
「おそ松さん」の企画術 ／布川 郁司 Ｐｈｏｔｏｓｈｏｐ　しっかり入門 ／まきの ゆみ
ゴジラとエヴァンゲリオン ／長山 靖生 Ｉｌｌｕｓｔｒａｔｏｒ　しっかり入門 ／高野 雅弘
二世 ／ 尾崎 裕哉 名探偵コナン[９０] ／青山 剛昌
誕生花と幸せの花言葉３６６日 妖怪ウォッチ[１１] ／小西 紀行
とと姉ちゃん　Ｐａｒｔ２

みんなともだち ／海谷 泰水 さわってごらん！よるの星 ／クリスティ・マシソン
やきそばばんばん ／はらぺこめがね きりんのしりとり ／トキタ シオン
しゅっポッポ! ／松本 千春 カァーカァードタバタ ／中村 陽子
こんやもバクはねむらない ／澤野 秋文 「ごめんなさい」がいっぱい ／鈴木 永子
ママのスマホになりたい ／のぶみ ペネロペのたのしいハロウィン ／アン・グットマン
とりがいるよ ／たかしま てつを ポケモン・ザ・ムービーXY＆Z ボルケニオンと機巧のマギアナ
きょうりゅうもうちゅうじんもパンツがだいすき／ベン・コート スタジオジブリの生きものがいっぱい
いたずらジャック ／橋本 さやか

なかよしおまもり、きいた？ ／松井 ラフ 図書館脱出ゲーム［２・上下］ ／クリス・グラベンスタイン
くろグミ団は名探偵 　／ユリアン・プレス 人体シアターへようこそ！ ／マリス・ウィックス
時間の女神のティータイム ／あんびる やすこ ドラえもん社会ワールド 日本と国際社会 ／藤子・F・不二雄

星になった子ねずみ ／手島 悠介 学校では教えてくれないゆかいな日本語 ／今野 真二
ハルとカナ ／ひこ・田中 こころのふしぎたんけんえほん
いい人ランキング ／吉野 万理子 おえかきおりがみ

天空の蜂

かいけつゾロリ うちゅうの勇者たち キッズ・ファミリー

邦画
オデッセイ 洋画

タイトル名 ジャンル
海難１８９０ 邦画

じどう＊えほん

じどう＊よみもの・そのた

ＤＶＤ

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 

新しい町にひっこしてきた、はるお。どんな町かな、と散歩に出かけることにしました。 

イヌやネコやカニ、はるおは思いもよらぬご近所さんたちとどんどん出会っていきます。 

予想もしない展開に思わず笑いがこぼれる、ユーモアあふれる楽しい絵本。   

  

たのしいひっこし  
岡田 よしたか 作 

Trick or 
Treat! 


