
テロ ／フェルディナント・フォン・シーラッハ 私のスポットライト
不機嫌な作詞家 サイレント・ブレス
ジャングル・ブック[１] 漱石と猫の気ままな幸福論
励み場 僕が愛したすべての君へ
何様 君を愛したひとりの僕へ
みかづき 望み
曲がり木たち 冲方丁のこち留
世界が記憶であふれる前に 光炎の人[上][下]
売国 Ｉ　ｌｏｖｅ　ｌｅｔｔｅｒ
江戸を造った男 農ガール、農ライフ
スローバラード 芝浜

陰陽師[玉兎ノ巻] 明るい夜に出かけて
淵に立つ 罪のあとさき
朝が来るまでそばにいる 分かれ道ノストラダムス
ストロベリーライフ 桜風堂ものがたり
漱石の愛した絵はがき

ファミリア創業者坂野惇子 ／中野 明
　　　　あわストーリーが始まります ／香川 宜子 るるぶ箱根熱海湯河原小田原　２０１６

ぐでたま理論 四国八十八カ寺＆周辺ガイド
プリンセスの育て方

学校では教えてくれない地政学の授業 ／茂木 誠　他 ７つのゼロ思考 ／中村 一也
ポケモンＧＯが世界経済を救う！ ／藤本 誠之 いつ大災害が起きても家族で生き延びる ／小川 光一
家族のゆくえは金しだい ／信田 さよ子 しつけない道徳 ／尾木 直樹
帝国ホテルに働くということ ／奥井 禮喜 人間は９タイプ ／坪田 信貴
ふじようちえんのひみつ ／加藤 積一

その靴、痛くないですか？ ／西村 泰紀 冷え冷えさんのためのぽかぽかお洒落スタイル
１週間でごっそり捨てる技術 ／リタ・ポーレ クックパッドのおいしい厳選！野菜の作りおき
ダンボール織りテクニックＢＯＯＫ ／蔭山 はるみ レシピブログの大人気お弁当おかず
逆引きアンチエイジング事典 ／Ｋａｔｓｕｙｏ よくわかる高齢者のからだと病気
しゃなママごはん[２] ／前田 美智子 おばあちゃまの手作り秋冬服
明るく前向きになれる乳がんのお話１００ ／南雲 吉則 毎日輝くミセスの服
ベスト版！１００円グッズでできる まいにちのこどもニット

真似したい“収納＆インテリア”

一般＊医学・家政学

／愚河 伝太郎　他

／渡邉 みどり

一般＊社会

／荻原 浩 ／村山 早紀

一般＊哲学・歴史・地理

ユダヤアークの秘密の蓋を開いて日本から

／夢枕 獏 ／佐藤 多佳子
／深田 晃司 ／畑野 智美
／彩瀬 まる ／深緑 野分

／真山 仁 ／あさの あつこ
／伊藤 潤 ／垣谷 美雨

／小路 幸也 ／山本 一力

／森 絵都 ／雫井 脩介
／小手鞠 るい ／冲方 丁
／岡本 貴也 ／木内 昇

／キップリング ／伊藤 氏貴
／青山 文平 ／乙野 四方字
／朝井 リョウ ／乙野 四方字
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一般＊文学

／林 真理子
／三田 完 ／南 杏子

   

  

  料理人の実果は、念願の三ツ星レストランで働き始めた矢先にケガをして失業、恋人にも逃げられてしまう。 

  思いがけない休みを瀬戸内の小島で過ごすことにした彼女が出合ったのは、気まぐれで営業している風変 

  わりな食堂だった。食堂を通じて様々な経験をするうちに、実果は少しずつ夢と向き合っていく。 

 気まぐれ食堂    有間 カオル   著 



今すぐ使えるかんたんぜったいデキます！ いちばんうまくなる！バドミントンの新しい教科書 ／竹俣 明
　　　　　　デジカメ写真活用術 ／井上 香緒里 ロウソクの科学 ／ファラデー

一瞬で判断する力 ／若田 光一 カッコいい写真が撮れる１００のレシピ
誰も知らない東京スカイツリー ／根岸　豊明 おりがみでハロウィン
日本のイルミネーションＢｅｓｔ ／丸々 もとお　他 小河原智子の似顔絵入門
日本の３６５日季節の道しるべ ／日本気象協会

おつきみ ／黒井 健 ぐるぐるぐる ／長野 ヒデ子
プーさんとであった日 ／ソフィー・ブラッコール ずっといっしょ ／アリスン・ブラウン
てんこうせいはつばめくん ／いもと ようこ すべってころんですりむいた ／さこ ももみ
うさぎマンション ／のはな はるか パンダともだちたいそう ／いりやま さとし
きょうはクリスマス ／小西 英子 どんぐりころちゃん ／正高 もとこ
すてきなステッキ ／深見 春夫 いちばーんのり ／おかい みほ
エドワードはヒーロー ／ウィルバート・オードリー つきよの３びき ／岡本 順
チロルくんのりんごの木 ／荒井 良二 みつけてかぞえてどこどこどうぶつ ／ガレス・ルーカス
キリンですけど ／丸山 誠司 がんばるぞう ／塚本 やすし
どんぐりむらのだいくさん ／なかや みわ かあさんのまほうのかばん ／なかざわ くみこ
くいしんぼうのクジラ ／谷口 智則 いっぽんの木のそばで ／Ｇ.ブライアン・カラス
みんなうれしいクリスマス ／ブルーノ・メルツ 仮面ライダーエグゼイド＆オールライダー
すっぽんぽんのはだかんぼう ／植垣 歩子 アナと雪の女王 まなつのパレード
あかちゃん、がんばれ！ ／広野 多珂子

いえのおばけずかん ／斉藤 洋 フラダン ／古内 一絵
三年三組黒板の花太郎さん ／草野 あきこ ギュレギュレ！ ／斉藤 洋
１０分で読めるはじめての落語 ／土門 トキオ くじゃくのジャックのだいだっそう ／井上 よう子
わたしがここにいる理由 ／片川 優子 脱走ペンギンを追いかけて ／山本 省三
金魚たちの放課後 ／河合 二湖 クジラに救われた村 ／ニコラ・デイビス
落語少年サダキチ ／田中 啓文 ハッピーになれる星座占い ／鏡 リュウジ
まほうのバス ／中島 和子 サイエンスコナン忍者の不思議 ／青山 剛昌
夜空のスター・チャウダー ／野中 柊 すしのひみつ ／日比野 光敏
動物と話せる少女リリアーネ［１１］ ／タニヤ・シュテーブナー ただしいもちかたの絵本

ベリー・ベスト・オルゴール～やさしさに包まれたなら～ ヒーリング
決定盤キッズクリスマスベスト キッズ

決定盤ベンチャーズベスト ベンチャーズ 洋楽
Ｔｈｅ Ｓｔｏｒｙ ｏｆ Ｋａｒｅｎ Ａｏｋｉ―１０ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ Ｂｅｓｔ― 青木 カレン ジャズ

ジャンル
ｂｅｓｔ［ａｎｄ／ｄｒｏｐ］ ａｎｄｒｏｐ 邦楽
大傑作撰 森山 直太朗 邦楽

じどう＊えほん

じどう＊よみもの・そのた

ＣＤ

タイトル名 歌手名

一般＊その他

           お友達のちょろわんに誘われて、はっぱのダンスを見にきたころわん。    
           いちょうのはっぱは、まぶしい黄色。はっぱの色が変わったことに気がついた 
           ころわんたちは、秋の色を探しに出かけます。 季節の移り変わりを描く絵本。 

あきいろのころわん      

間所 ひさこ 作   黒井 健 絵 

これらの新刊図書は、新刊コーナーでどうぞ！この他にも新刊図書入荷しています。 

上記の図書が貸出し中の場合や、ご希望の図書が当館にない場合は、 

お気軽に予約サービスやリクエストサービスをご利用ください。 

『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。 

（１１月１４～１５日の２日間はシステムメンテナンスのため検索できません。） 
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