
さよなら、田中さん ／鈴木 るりか ペダリング・ハイ ／高千穂 遙
編集ども集まれ！ ／藤野 千夜 ６０歳からの「しばられない」生き方 ／勢古 浩爾
太陽と乙女 ／森見 登美彦 インフルエンス ／近藤 史恵
あいまい生活 ／深沢 潮 火定 ／澤田 瞳子
老いたる詐欺師 ／ニコラス・サール 逃亡刑事 ／中山 七里
森へ行きましょう ／川上 弘美 タンゴ・イン・ザ・ダーク ／サクラ ヒロ
代理人（エージェント） ／本城 雅人 きまぐれな夜食カフェ ／古内 一絵
ノーマンズランド ／誉田 哲也 ８年越しの花嫁　奇跡の実話 ／国井 桂
メガネと放蕩娘 ／山内 マリコ おちゃめに１００歳！寂聴さん ／瀬尾 まなほ

幸せをつかむ人ほど「見た目」にお金を使う／一色 由美子 ライフハック大全 ／堀 正岳
京大式ＤＥＥＰ ＴＨＩＮＫＩＮＧ ／川上 浩司 読みたくなる「地図」　東日本編 ／平岡 昭利
魔女と魔術師 ／ルーシー・キャベンディッシュ 読みたくなる「地図」　西日本編 ／平岡 昭利
御朱印でめぐる関西の神社 ／『地球の歩き方』編集室 るるぶ岡山倉敷蒜山’１８
タネをまく縄文人 ／小畑 弘己

図解でわかる新民法＜債権法＞ ／浜辺 陽一郎 身体知性 ／佐藤 友亮
１０年後の世界を生き抜く最先端の教育／茂木 健一郎　他 シングルマザー生活便利帳 ／新川 てるえ　他

身の丈にあった勉強法 ／菅 広文 離島の保健師 ／青木 さぎ里
デスクと気持ちの片づけで見違える、わたしの仕事時間 注文をまちがえる料理店 ／小国 士朗

／Ｅｍｉ ６５歳からの誤嚥性肺炎のケアと予防 ／大谷 義夫
１日１回！子どもの目がどんどんよくなるすごいゲーム 誰でも作れておいしいやわらか介護食 ／寺島 治

／若桜木 虔 キャラで図解！栄養素じてん
脳を使った休息術 ／茂木 健一郎 やせる、不調が消える読む冷えとり
脳にいい食事大全 ／ミシェル・ショーフロ・クック

服部幸應の知っておいしいだし事典 すっきり暮らすための掃除・片づけのコツ
毎日の食べるみそ汁１００ ／杵島 直美 本当に似合うＢｅｓｔアイテム事典 ／二神 弓子
後藤加寿子のおせち料理 ／後藤 加寿子 １日５００円の小さな習慣 ／横山 光昭
あたらしい一汁三菜 ／上田 淳子 毎日使える定番のこどもニットくつした
３×３の朝ごパン ／あや 見せる収納片づけない収納
ムラヨシマサユキのお菓子 ／ムラヨシ マサユキ ＴＨＥ ＬＩＴＴＬＥ ＢＯＯＫ ＯＦ ＨＹＧＧＥ ３６５日
家事代行のプロが教えるかしこいそうじ術 ／ＣａＳｙ 　　　　「シンプルな幸せ」のつくり方 ／マイク・ヴァイキング
「やらないこと」から決める世界一シンプルな家事 ／本間 朝子 ａｎｎａｓのもじの刺繍 ／川畑 杏奈
雑貨＆フードラッピングブック ／オギハラ ナミ 自分でできる＆人に着せる着付け
きのう、きょう、あした。 ／つばた 英子　他

ＮＥＸＴＯＫＹＯ ／梅澤 高明　他

一般＊家政学
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一般＊文学

一般＊哲学・歴史・地理

一般＊社会・医学

山川図書館 新刊のおしらせ

逆さに吊るされた男   田口 ランディ  著   

地下鉄サリン事件の実行犯で確定死刑囚であるＹの望みで外部交流者となった羽鳥よう子。 
贖罪の日々を送るＹと、拘置所の中で面会や手紙のやり取りを重ねるうち、羽鳥はこんなにも穏やかな
Ｙがなぜ殺人マシンと呼ばれるほどの大罪を犯したのか…と疑問を抱くようになる。Ｙとの出会いに運
命を感じ、事件の真相に辿り着こうとする羽鳥は、独自のオウム解釈にのめり込むのだったが…。 



ゴッホの耳 ／バーナデット・マーフィー 愛犬と暮らすインテリア
オリーヴのすごい力 ／小豆島ヘルシーランド株式会社 日本懐かしおまけ大全
歌う鳥のキモチ ／石塚 徹 ちはやふる[３６] ／末次 由紀
奇跡のスーパーマーケット ／ダニエル・コーシャン　他 ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ[８７] ／尾田 栄一郎
駅・まち・マーケティング ／池澤 威郎
天才棋士加藤一二三挑み続ける人生 ／加藤 一二三
知らなきゃ損する新農家の税金　第１５版 ／鈴木 武　他

世界の美しいステンドグラス ／パイインターナショナル

オレ、カエルやめるや ／マイク・ボルト トンダばあさん ／北村 裕花
ふたつでひとつ ／かじり みな子 仮面ライダービルド
ねことばじてん ／かしわら あきお ひとりでえほんかいました ／ゆーち みえこ
レモンちゃん ／さとう めぐみ ペンギンホテル ／牛窪 良太
ありがとうございます ／塚本 やすし とんすけくんはももたろう ／長尾 謙一郎
いろのかけらのしま ／イ ミョンエ たぬきがのったらへんしんでんしゃ ／田中 友佳子
おさかなどろぼう ／いしい ひろし ぼく、仮面ライダーになる！[ビルド編] ／のぶみ
おなかのなかで ／島野 雫 おやつなんだろう？ ／国松 エリカ
たくはいびーん ／出口 かずみ おおきなドーナツ ／はた こうしろう
おかしなめんどり ／林 なつこ

１００年の木の下で ／杉本 りえ ホカリさんのゆうびんはいたつ ／はせがわ さとみ
小学校では学べない一生役立つ読書術 ／齋藤 孝 今すぐ読みたい１０代のための
超ビジュアル！三国志人物大事典 　　　　　ＹＡブックガイド１５０！[２]
どこがあぶないのかな？[８]　野山 オリンピックのおばけずかん ／斉藤 洋
落語少年サダキチ[に] ／田中 啓文 しょうぼうしゃ ／たかの てつさぶろう
キズナキス ／梨屋 アリエ まるごとほうれんそう ／八田 尚子
ソーリ！ ／濱野 京子 すごいぞ！ニッポン美術 ／結城 昌子
地球の森のハートさがし ／藤原 幸一 ほっとい亭のフクミミちゃん ／伊藤 充子
忍者・忍術ビジュアル大百科 かいけつゾロリのちていたんけん ／原 ゆたか

コロムビアキッズ　ぐるりまるごと一年間 子ども

ＴＨＥ　ＬＥＧＥＮＤ　ＯＦ　ＳＯＵＬ 和田 アキ子 演歌
倉木麻衣×名探偵コナン　ＣＯＬＬＡＢＯＲＡＴＩＯＮ　ＢＥＳＴ ２１ 倉木 麻衣 アニメ

ザ・ベスト ムード歌謡名曲集 オムニバス
ザ・ベスト・オブ・カール・ウルフ カール・ウルフ 洋楽

ジャンル
軌跡　ＢＥＳＴＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ＋ 和楽器バンド 邦楽
Ｘ ＢＲＥＡＫＥＲＺ 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 

おじいちゃん    梅田 俊作  梅田 佳子  作・絵 

おじいちゃんが死んだ。でも、おじいちゃんの部屋はそのままで、おじいちゃんのマフラーは 
まだあたたかいのに。おじいちゃんはもういない。死ぬってどういうことなんだろう―。 
身近な人の死に直面した男の子が、とまどいながらも一歩前に踏み出す姿を描いた絵本。 

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） 


