
お化けの愛し方 ／荒俣 宏 ルビンの壺が割れた ／宿野 かほる
オリンピックがやってきた ／堀川 アサコ 越し人 ／谷口 桂子
この世の春[上][下] ／宮部 みゆき 裏切りのホワイトカード ／石田 衣良
ホイッスルが鳴るとき ／鈴木 和音 銀河鉄道の父 ／門井 慶喜
今日も君は、約束の旅に出る ／瀬那 和章 草笛物語 ／葉室 麟
似合わない服 ／山口 ミルコ ライオンは仔猫に夢中 ／東川 篤哉
ディレクターズ・カット ／歌野 晶午 マスカレード・ナイト ／東野 圭吾
ワルツを踊ろう ／中山 七里 ひよっこ[下] ／国井 桂
淳子のてっぺん ／唯川 恵 ホワイトラビット ／伊坂 幸太郎
「マコトよりウソ」の法則 ／外山 滋比古 翻弄 ／上田 秀人

小説あさひなぐ ／きりしま 志帆 アナログ ／ビート たけし
悪道[５] ／森村 誠一 ９５歳まで生きるのは幸せですか？ ／瀬戸内 寂聴　他

広辞苑はなぜ生まれたか ／新村 恭 人はなぜ星を見上げるのか ／高橋 真理子
それ、時代ものにはＮＧです ／若桜木 虔 日本百名山データＢＯＯＫ
いまこそ知りたい日本の思想家２５人 ／小川 仁志 るるぶユニバーサル・スタジオ・ジャパン
皇室ってなんだ！？ ／竹元 正美 　　　　　公式ガイドブック　２０１７
スマイル！ ／小口 良平

石つぶて ／清武 英利 幻の黒船カレーを追え ／水野 仁輔
失業保険１５０％トコトン活用術　2017第8版 ／日向 咲嗣 司法書士一発合格法 ／田端 恵子
子育てがハッピーになる！ 一人でもだいじょうぶ　仕事を辞めずに介護する／おち とよこ

子どもが望む“８つのこと” ／佐藤 しもん ０－５歳児かわいい！
童話でわかるプロジェクトマネジメント ／飯田 剛弘 発表会＆行事のコスチューム ／宮地 明子

月たった２万円のふたりごはん ／奥田 けい でこぼこステップ ／コンドウ アキ
低気圧女子の処方せん ／小越 久美 よくわかるギャンブル障害 ／蒲生 裕司
和ハーブ図鑑 ／古谷 暢基　他 １００歳まで元気でいるための歩き方＆杖の使い方／西野 英行
暖かいのにおしゃれになれる ／山本 あきこ ウー・ウェンの家庭料理８つの基本 ／ウー ウェン
家事が好きになる暮らしの工夫 ／中山 あいこ がん研有明病院の口とのどのがん治療に向きあう食事
ａ　Ｔａｂｌｅ ／雅姫 「好評」ばっかり集めました！おかず８３０品
予期せぬ瞬間 ／アトゥール・ガワンデ ゴロ寝でできる！ゆらぎ体操
世界で一番お酒に弱い日本人 ／横井 秀輔 朝ごはんＢＥＳＴ２００
フルーツカッティングの教科書 ／根津 有加里 毎日のお弁当図鑑
こどもキッチン、はじまります。 ／石井 由紀子
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山川図書館 新刊のおしらせ

消えない月   畑野  智美  著   

どうすれば気持ちが伝わるだろう？出会ったことは運命だったのか？この感情は運命？ストーカー？ 
出版社に勤務する松原とマッサージ師のさくら、二人は、付き合いはじめ、やがて別れる。それで終 
わりのはずだった。婚約までした男と女の関係は、はじめから狂っていたのかもしれない…。 
加害者と被害者、ふたつの視点から「ストーカー」に切り込んだ衝撃作。 



十歳までに読んだ本 ／西 加奈子　他 ０歳からシニアまで柴犬とのしあわせな暮らし方
バルタン星人を知っていますか？ ／飯島 敏宏　他 大声のすすめ。 ／乙津 理風
校閲記者の目 ／毎日新聞校閲グループ どうぶつたちの給食時間 ／並木 美砂子
脱ネット・スマホ中毒 ／遠藤 美季 日本の旅客機
戌年のゆる文字年賀状 ／宇田川 一美 「てんぷら近藤」主人のやさしく教える天ぷらのきほん  ／近藤 文夫

裏まで楽しむ！大相撲 仕事の生産性が上がるトヨタの習慣 ／OJTソリューションズ
手話を学ぶ人のために ／本名 信行　他 特許を取ろう！ ／宮保 憲治　他

時代とフザケた男 ／小松 政夫 日本の最も美しい町 ／美しい町研究会

きょうふのおばけにんじん ／ピーター・ブラウン またまたさんせーい！ ／宮西 達也
おててをぽん ／天明 幸子 しあわせ ／いもと ようこ
のら犬ボン ／たじま ゆきひこ ぼく、ママとけっこんする！ ／のぶみ
ぽちっとあかいおともだち ／フィオーナ・ウッドコック なきむしはるとおばけのぱく ／山下 大輝
くろっぺのおはなばたけ ／いもと ようこ あいたくてあいたくて ／みやにし たつや
くろくんとちいさいしろくん ／なかや みわ としょかんへぴょん！ぴょん！ぴょん！／タチアナ・マイ＝ウィス
ルラルさんのだいくしごと ／いとう ひろし ぞろりぞろりとやさいがね ／ひろかわ さえこ
こどもってね… ／ベアトリーチェ・アレマーニャ パジャマでぽん！ ／くぼ まちこ
くねくね！ ／クレール・ズケリ・ローマー トイレさん ／竹与井 かこ
いのちはめぐる ／佐藤 真紀子 地震がおきたら ／かなざわ まゆこ
もうじゅうはらへりくま ／塚本 やすし あなのなかには… ／レベッカ・コッブ
シロナガスクジラ ／ジェニ・デズモンド ペンギンかぞくとおそろしい山 ／藤原 幸一

いらないねこ ／ヒグチ ユウコ 駅鈴（はゆまのすず） ／久保田 香里
ルルとララのハロウィン ／あんびる やすこ スピニー通りの秘密の絵 ／L.Ｍ.フィッツジェラルド
ほねほねザウルス［１８］ ／ぐるーぷ・アンモナイツ 本当はすごい森の話 ／田中 惣次
空飛ぶおべんとうツアー ／野中 柊 落ち葉のふしぎ博物館 ／盛口 満
まほうのゆうびんポスト ／やまだ ともこ おちばであそぼう
てんこうせいはワニだった！ ／おの りえん どこがあぶないのかな？危険予測シリーズ［６］
流れ星キャンプ ／嘉成 晴香 すっきり解決！人見知り
青い目の人形物語［２］ 希望の人形 日本編 サイエンスコナン防災の不思議 ／青山 剛昌

／シャーリー・パレントー 漫画君たちはどう生きるか ／吉野 源三郎

コロムビアキッズ 収納王子コジマジックの毎日がキラリン輝く お片づけソング 子ども

蜜蜂と遠雷 音楽集 ピアノ
オルゴール・セレクション Ｈａｐｐｙ Ｓｏｎｇ Ｂｅｓｔ ヒーリング

ベスト・オブ・ミー～ベスト・オブ・ダニエル・パウター ダニエル・パウター 洋楽
ウラ・ベスト 山内 惠介 演歌

ジャンル
Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰ ２００７－２０１７ Ｉ/Ｏ Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰ 邦楽
歌祭文 －ＡＬＬ ＴＩＭＥ ＢＥＳＴ－ 一青窈 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

 吉野川市立山川図書館 
                    電話 0883-42-5222 
                    FAX 0883-26-4101 

たからもののあなた     まつおか りかこ  作・絵 

お仕事が忙しいおかあさんともっと一緒にいたいフウ。泣き出すフウをおかあさんはぎゅっと 
抱きしめて…。子どもに「大好きだよ」と言葉で伝えることの大切さを描いた絵本。 
仕事を持つ母と子が、共に成長するあたたかい物語です。 

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。 

（http://library.city.yoshinogawa.lg.jp/opac/wopc/pc/pages/TopPage.jsp） 


