
ヌメロ・ゼロ ママたちの下剋上
よきことはカタツムリのように ハリー・ポッターへの旅
井伊直虎その生涯 また、桜の国で
珈琲店タレーランの事件簿[５] クランクイン
サーモン・キャッチャ―　ｔｈｅ　Ｎｏｖｅｌ ／道尾 秀介 クローバーナイト
脇坂副署長の長い一日 コンテクスト・オブ・ザ・デッド
人は皆、土に還る あおなり道場始末
きみといたい、朽ち果てるまで ノスタルジー１９７２
木もれ日を縫う 女王さまの夜食カフェ
おんな城主直虎[１] ブスの本懐
幸せのプチ 笑って、泣いて、考えて。

魔法使いと副店長 あひる
Ａｎｄ　ｓｏ　ｔｈｉｓ　ｉｓ　Ｘｍａｓ 直虎と直政
タイムマシンでは、行けない明日 文豪図鑑
広域警察極秘捜査班ＢＵＧ

幸福はなぜ哲学の問題になるのか るるぶ千葉房総’１７
神様、福運を招くコツはありますか？ るるぶ青森’１７
ＧＲＩＴ るるぶ茨城’１７
大人の気づかい るるぶ愛知’１７
〆切仕事術 るるぶ夜遊びガイド　関西

これが「日本の民主主義」！ 住友銀行秘史
「顔」と「しぐさ」で相手を見抜く 米中戦争
あなたにいちばん似合う街 仕事にも人生にも自信がもてる！女性管理職の教科書
「カエルの楽園」が地獄と化す日
製作よくばり図鑑 ケースでわかる災害対策

ブックカバーとノートカバーの作り方 小関鈴子のモードなキルト
腸医が教えるこうすりゃ健康コンビニ飯 ／松生 恒夫 奇跡の醤
ズボラでも、センスよく暮らす ゆーママのラクうま！スピードおかず
働くママの時短ごはん 指吸快子のスイートなパッチワーク
楽うま和食塾 かんたん！ラクチン！はじめてのお菓子レシピ１５８
お母さん、その服なんとかしよ！ パッチワークの基礎ＢＯＯＫ
初女さんのお漬け物 イケアのベストアイテム
心が折れる職場 サンドシナイッチ
りんごのお菓子レシピ
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一般＊文学

／ウンベルト・エーコ ／深沢 潮
／辻 信一 ／ＭＯＥ編集部　他

／不破 俊輔 ／須賀 しのぶ
／岡崎 琢磨 ／相場 英雄

／辻村 深月
／真保 裕一 ／羽田 圭介
／曽野 綾子 ／葉室 麟
／坊木 椎哉 ／中島 京子　他

／谷 瑞恵 ／古内 一絵
／豊田 美加 ／カレー沢 薫
／朱川 湊人 ／永 六輔

／越谷 オサム ／今村 夏子
／秦 建日子 ／岳 真也
／畑野 智美
／福田 和代

一般＊哲学・歴史・地理

／青山 拓央
／桜井 識子

／リンダ・キャプラン・セイラー　他

／坂東 眞理子
／上阪 徹

一般＊社会

／池上 彰 ／國重 惇史
／清水 建二 ／渡部 悦和

／三浦 展
／百田 尚樹　他 ／小川 由佳

／内本 久美

一般＊医学・家政学

／えかた けい ／小関 鈴子
／竹内 早希子

／佐々木 なほ ／松本 有美
／武蔵 裕子 ／指吸 快子
／高井 英克
／あっこたん
／佐藤 初女
／見波 利幸
／吉川 文子

四月になれば彼女は    川村 元気  著 

はじめて付き合った彼女から手紙が届いた。そのとき僕は結婚を決めていた。愛しているのかわからない人と。 
ある事件をきっかけに別れてしまった彼女は、なぜ今になって手紙を書いてきたのか。時を同じくして、婚約者、 
彼女の妹、同僚の恋模様にも、劇的な変化がおとずれる。失った恋に翻弄される現代版恋愛小説。 



超一流の雑談力 心を震わせるドラマチック写真術
超一流の雑談力[超・実践編] やさしい、いけばなの基本
新聞大学 百姓が書いた有機・無農薬栽培ガイド ／大内 信一
しろくまのそだてかた 一流ランナーは必ずやっている！最高のランニングケア
直撃本田圭佑 ／佐藤 基之

はじめてのオーケストラ ／はた こうしろう 雪ふる夜の奇妙な話 ／大野 隆介
ペネロペゆきあそびをする ／ゲオルグ・ハレンスレーベン ヨーレのクマー ／佐竹 美保
一日だけうさぎ ／こば ようこ チェリーひめのめいろだいぼうけん ／かとう ようこ
ゾウさんおどらせるの、だあれ？ ／ソフィア・トゥリアートゥ ヒメコひめとおしゃれひめ ／まつい あや
わたし、お月さま ／刀根 里衣 ３びきのこねこ ／いもと ようこ
しょうてんがいくん ／大串 ゆうじ やだやだパパやだ！ ／はまの ゆか
いのちのはな ／のぶみ しちふくじん ／中川 学
ぼく、仮面ライダーになる！エグゼイド編 ／のぶみ いとしの毛玉ちゃん ／長谷川 義史・むろい しげる
おならおばけ ／かとう まふみ えとえとがっせん ／石黒 亜矢子
さむがりペンギン ／コンスタンツェ・フォン・キッツィング しょうちゃんとあけっぱなしおばけ ／高橋 徹
すやんこすやんこおやすみなさい ／オームラ トモコ ４２本のローソク ／塚本 やすし
小学校の生活 ／はまの ゆか くまくん、はるまでおやすみなさい／ブリッタ・テッケントラップ

指きりは魔法のはじまり ／富安 陽子 超訳こども「アドラーの言葉」 ／齋藤 孝
あくまで悪魔のアクマント ／山口 理 よむプラネタリウム冬の星座案内 ／野崎 洋子
かいけつゾロリの王子さまになるほうほう ／原 ゆたか 宇宙を仕事にしよう！ ／村沢 譲
図書室の日曜日 ／村上 しいこ スーパービジュアル恐竜図鑑 ／ジョン・ウッドワード
オレさすらいの転校生 ／吉野 万理子 トミカ・プラレールコレクション
はじけろ！パットライス ／くすのき しげのり ファンタスティックビーストと魔法使いの旅キャラクターガイド
都会（まち）のトム＆ソーヤ［１４・上］ ／はやみね かおる ／マイケル・コーギー

分野

ＤＶＤ

一般＊その他

／安田 正 ／浅岡 省一　他

／安田 正 ／竹中 麗湖
／外山 滋比古
／うつみ のりこ

／木崎 伸也

じどう＊えほん

じどう＊よみもの・そのた

ＣＤ・ＤＶＤ

タイトル名 歌手名 ジャンル

ＣＤ

Ｇｒｅａｔｅｓｔ Ｈｉｔｓ １９９１-２０１６ ～Ａｌｌ Ｓｉｎｇｌｅｓ＋～ 大黒 摩季 邦楽
ＴＨＥ ＢＥＳＴ ＯＦ ＫＯＵＳＵＫＥ ＡＴＡＲＩ 中 孝介 邦楽
４ＥＶＥＲ プリンス 洋楽
オールタイム・ベスト～イン・ザ・ブリンク・オブ・アイ ＴＯＴＯ 洋楽

わかりやすい気象現象と災害（日本気象協会） その他

決定盤「卒業ソング」ベスト 子ども
心がぐんと盛り上がる！昔ばなし ごっこ遊び～聞いて楽しむ日本と世界の昔話 おはなし

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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