
漂うままに島に着き コーヒーと小説
梅もどき ／諸田 玲子 初恋料理教室
かがやき荘アラサー探偵局 嘘ですけど、なにか？
虹を待つ彼女 十津川警部愛と絶望の台湾新幹線
水に立つ人 今日という一日のために
遠い唇 Ｍの暗号
黒い紙　 砂の塔[上]
孤篷のひと 運命に、似た恋
火災調査官 ミュージアム
手のひらの京（みやこ） 水鏡推理[４]
べっぴんさん[上] 赤へ

いとみち[３の糸] ただ生きていく、それだけで素晴らしい ／五木 寛之
失踪.ｃｏｍ あなたのいない記憶 ／辻堂 ゆめ
継続捜査ゼミ ／今野 敏 恋のゴンドラ ／東野 圭吾
夜行 ＤＥＡＴＨ　ＮＯＴＥ　Ｌｉｇｈｔ　ｕｐ　ｔｈｅ　ＮＥＷ　ｗｏｒｌｄ
挑戦 ／日下部 匡俊

最強の働き方 ／ムーギー・キム ブラタモリ[３]　函館　川越　奈良　仙台
日本史兄弟対決 ／後藤 寿一 ブラタモリ[４]　松江　出雲　軽井沢　博多・福岡
図解察しない男説明しない女 ／五百田 達成 るるぶ静岡’１７
あの日、初めて恋をした。 るるぶ福井’１７

／『あなたの初恋相手探します』ＰＲＯＪＥＣＴ るるぶ愛媛　道後温泉松山しまなみ海道’１７
すごいお母さん、ＥＵの大統領に会う ／尾崎 美恵 るるぶ京都を歩こう’１７
誰にでも描ける！ｋ.ｍ.ｐの、イラスト旅ノート。 ／ｋ.ｍ.ｐ るるぶ東京ベスト’１７
悪癖の科学 るるぶ横浜鎌倉　中華街’１７
天皇陛下「生前退位」への想い ／保阪 正康 るるぶ鹿児島’１７
天皇・皇室の将来

町の未来をこの手でつくる ／猪谷 千香 正社員になる履歴書・職務経歴書の書き方
図解ＮＰＯ法人の設立と運営のしかた ／宮入 賢一郎　他 ／就活フォーラム２１
地方創生大全 ／木下 斉 忘れられた日本人 ／宮本 常一
トコトンやさしい決算書の読み方 ／中野 裕哲　他 新ビジョン２０５０ ／小宮山 宏　他

マネして書くだけ確定申告[平成２９年３月締切分] 震度７ ／ＮＨＫスペシャル取材班

のせて焼くだけオーブンレシピ ／藤井 恵 クックパッドのおいしい厳選！鍋レシピ
冷蔵庫で作りおきパンいつでも焼きたて ／吉永 麻衣子 <くび・肩の痛み>頸椎症・五十肩を治すコツがわかる本
一流シェフのロールケーキ ／石塚 伸吾　他 「筋肉」「骨」「歯」「認知症」の最新対策
持ちよりゴハン ／ダンノ マリコ
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一般＊文学

／庄野 雄治
／藤野 恵美

／内澤 旬子

／福田 和代 ／牧野 修
／綿矢 りさ

／木内 一裕
／逸木 裕 ／西村 京太郎

／香月 夕花 ／近藤 勝重

／東川 篤哉

／北村 薫 ／柴田 哲孝
／堂場 瞬一 ／蒔田 陽平

／葉室 麟 ／前川 奈緒

／松岡 圭祐
／中川 千英子 ／井上 荒野

一般＊社会

一般＊哲学・歴史・地理

／森見 登美彦
／大下 英治

／越谷 オサム

一般＊医学・家政学

／原田 ひ香

／リチャード・スティーヴンズ

オライオン飛行      高樹 のぶ子 著 

   第二次大戦前夜、日本に墜落したフランス人飛行士と出会った看護婦・久美子。生涯で一度きりの 
   命がけの恋、そして別れ。８０年後、久美子の血を引く２６歳のあやめは、ふたりをめぐる不可解な物語を知り 
   日本からフランスへ恋の謎をたどるなかで、あやめが見つけた真実とは。時空を超えた恋のミステリー。 



プロ棋士という仕事 ／青野 照市 杏の気分ほろほろ ／杏
彩育 ／高島 彩 楽しい動物化石 ／土屋 健
ピカソになりきった男 ／ギィ・リブ 大きな字でわかりやすいパソコン入門 ／ＡＹＵＲＡ
ｉＰｈｏｎｅ７がまるごとわかる本 猫があなたに伝えたいこと ／岩津 麻佳
トコトンやさしいドローンの本 司書になるには ／森 智彦
真田丸[完結編] 聖の青春 ／大崎 善生
蜷川幸雄 竹宮惠子カレイドスコープ ／竹宮 惠子　他

ローカル鉄道の解剖図鑑 ／岩間 昌子
ちはやふる[３３] ／末次 由紀
ＯＮＥＰＩＥＣＥ[８３] ／尾田 栄一郎

とびっきりのともだち ／エイミー・ベイツ いろがみびりびりぴったんこ ／松田 奈那子
十二支のおもちつき 　／早川 純子 のんちゃんと金魚 ／山西 ゲンイチ
もうあかん！ ／岡田 よしたか みんなでクリスマス ／マンディ・スタンレイ
くつしたしろくん ／ザ・キャビンカンパニー かまくらレストラン ／真珠 まりこ
たまちゃんとあかちゃん ／どい かや おとうさんのクリスマスプレゼント ／スギヤマ カナヨ
パンダなりきりたいそう ／いりやま さとし きょうりゅうどーん ／広瀬 克也
とりかえっことりかえっこ ／ふくだ じゅんこ ゆきのしたのおともだち ／ばん たくま
あたし、メラハファがほしいな ／ホダー・ハッダーディ おにぎりにんじゃ おこめがはまのけっせん ／北村 裕花
ほしじいたけほしばあたけ ／石川 基子 ししゃもねこじょ：序 ／川久保 貴美子
おとうさんねずみのクリスマスイブ ／ダニエル・カーク

おにぼう ／くすのき しげのり ぼくたちのおばけ沼 ／中村 淳
あたしの、ボケのお姫様。 ／令丈 ヒロ子 ぐるぐるの図書室 ／工藤 純子ほか
ぼくが消えないうちに ／Ａ．Ｆ．ハロルド ドラえもん科学ワールド 生命進化と化石の不思議
二ノ丸くんが調査中 ／石川 宏千花 ／藤子・Ｆ・不二雄
仰げば尊し ／舟崎 泉美 日本の歴史［１～２０］
工場見学のお客さま ／みずの よしえ 日本の歴史 別巻 歴史まるわかり図鑑
ヒックとドラゴン［１２・上下］ こどもノーベル賞新聞

／ヒック・ホレンダス・ハドック三世 バスとトラック１００点
ハリーポッターと呪いの子 ／Ｊ．Ｋ．ローリングほか

一般＊その他

じどう＊えほん

じどう＊よみもの・そのた

ＤＶＤ

タイトル名 ジャンル
ビリギャル 邦画
レインツリーの国 邦画
バットマンｖｓスーパーマン 洋画
帰ってきた手裏剣戦隊ニンニンジャー キッズ・ファミリー

「ねえ、いっしょにスキーしない？」バニーからスキーに誘われたけれど雪がない…？ 
   本を振って雪を降らせたり、ぐーんと傾けてバニーを滑らせたり…。 

これからスキーをするバニーを助けてあげよう。読者もいっしょに楽しむ絵本。              

ふって！ふって！バニー 
クラウディア・ルエダ さく 

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。 
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