
修羅の都 ／伊東 潤 平凡な革命家の食卓 ／樋口 有介
わたし、定時で帰ります。 ／朱野 帰子 デートクレンジング ／柚木 麻子
豆腐の角に頭ぶつけて死んでしまえ事件 ／倉知 淳 完全犯罪 ／福永 武彦
オリンピックへ行こう！ ／真保 裕一 にゃん！ ／あさの あつこ
祈りのカルテ ／知念 実希人 さざなみのよる ／木皿 泉
悲終伝 ／西尾 維新 カットバック ／今野 敏
爽年 ／石田 衣良 隠蔽人類 ／鳥飼 否宇
ぼくときみの半径にだけ届く魔法 ／七月 隆文 女って何だ？ ／カレー沢 薫
玉村警部補の巡礼 ／海堂 尊 １００歳の１００の知恵 ／吉沢 久子
加納一朗探偵小説選 ／加納 一朗 乗客ナンバー２３の消失 ／セバスチャン・フィツェック

愛もお金も引き寄せたいなら 陰謀の日本中世史 ／呉座 勇一
　　　財布の神さまと仲良くしなさい ／浅野 美佐子 思想家ドラッカーを読む ／仲正 昌樹
働き方完全無双 ／ひろゆき ストーリーで学び直す大人の日本史講義 ／野島 博之
３０歳からの人生設計 女の後半戦 ／Ｅｉｋａ 評伝島成郎 ／佐藤 幹夫
はじまりが見える世界の神話 ／植 朗子 マンガで一気に読める！日本史

炎と怒り ／マイケル・ウォルフ １０年後の仕事図鑑 ／堀江 貴文・落合 陽一
１８歳選挙世代は日本を変えるか ／原田 曜平 仕事で「ミスをしない人」と
女性のための損をしない 　　　　　　　　「ミスをする人」の習慣 ／藤井 美保代
　　　　離婚の本　２０１８第５版 ／石原 豊昭 話し下手のための雑談力 ／沢渡 あまね

子どもに効く栄養学 ちびパン ／吉永 麻衣子
自分で探せる美しい石図鑑＆採集ガイド ／円城寺 守 ツレヅレハナコの揚げもの天国 ／ツレヅレハナコ
家族のための統合失調症入門 ／白石 弘巳 新しいサラダ ／福田 里香
緑内障・白内障 糖尿病網膜症・ ニッポン駄菓子工場 ／Ｂｅｒｅｔｔａ
　　　　　　　　黄斑変性症・目のアレルギー かぎ針で編むボーダー＆ストライプの夏こもの
老人の取扱説明書 ／平松 類 ストックデリで簡単！パン弁 ／高橋 雅子
なかなか治らないめまいが治る ／中山 杜人 和菓子ｍｏｄｅｒｎ　Ｓｔｙｌｅ ／諸星 みどり
健康の経済学 ／康永 秀生 ３５歳からのはじめての
脳卒中予防ハンドブック ／大熊 洋揮 　　　　　　　妊娠・出産・育児安心ＢＯＯＫ
サプリメント大図鑑 スイーツ放浪記 ／今 柊二
図解でわかる！やってはいけない ヨーロッパの美しい城
　　　　　　　　　　　　　　 ウォーキング ／青柳 幸利 何度でも作りたくなる定番おかず
トコトンやさしい自動運転の本 ／クライソン トロンナムチャイ

一般＊医学・家政学
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一般＊文学

一般＊哲学・歴史・地理

一般＊社会

田舎の駐在所に異動となり、穏やかな毎日に虚しさを感じている日岡。ある日、懇意のヤクザから紹介された
男が、指名手配中の国光であることに気づき・・・。警察ＶＳヤクザの意地と誇りを賭けた、狂熱の物語。 

凶犬の眼   柚月 裕子 著   
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できるＧｏｏｇｌｅサービスパーフェクト 猫にＧＰＳをつけてみた ／高橋 のら
　　　　　ブック困った！＆便利ワザ大全 ／田中 拓也 添野義二 極真鎮魂歌 ／小島 一志
記者の襲撃 ／樋田 毅 図説中世ヨーロッパの美術 ／浅野 和生
ネコちゃんのイヌネコ終活塾 ／卵山 玉子 補欠廃止論 ／セルジオ越後
島旅ねこ 美空ひばり最後の真実 ／西川 昭幸
おいしい彩り野菜のつくりかた 挑戦者たち ／田村 明子
攻めの集客で成功する！！ 夢を生きる ／羽生 結弦
　　　　　飲食店勝利の方程式 ／佐藤 倫也 美しく、狂おしく ／春日 太一
野良猫の拾い方 文豪の凄い語彙力 ／山口 謠司

わくせいキャベジ動物図鑑 ／ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ たるとたたんのくんくんぼうし ／ノーブスミー
たぬきの花よめ道中 ／町田 尚子 めろんさんがね・・・ ／とよた かずひこ
そらからぼふ～ん ／高畠 那生 わんぱくだんのおにわのようせいたち ／末崎 茂樹
単位がわかる 時間のえほん ツリーハウスがほしいなら ／エミリー・ヒューズ
たったひとつのドングリが ／フラン・プレストン＝ガノン とんとんとん ／ふくだ いわお
いたずらトロルと音楽隊 ／アニタ・ローベル 心ってどこにあるのでしょう？ ／いもと ようこ
いたずらえほんがなんかへん！ ／リチャード・バーン ハルの日 ／どい かや

世界一おもしろい国旗の本 ／ロバート・Ｇ.フレッソン コクルおばあさんとねこ ／フィリパ・ピアス
こども「徒然草」 ／齋藤 孝 ウソナンデス ／こざき ゆう
ソラタとヒナタ ／かんの ゆうこ 小学生のための俳句入門 ／坪内 稔典
Ｃ♥ＳＣＨＯＯＬ 心理テスト＆ゲームＢＯＯＫ／朝日新聞出版 まじょ子とステキなおひめさまドレス ／藤 真知子
これでクラスの人気者！かんたんマジック ／こざき ゆう ルルとララのアニバーサリー・サンド ／あんびる やすこ
どこにいるのイリオモテヤマネコ ／横塚 眞己人 もも子さんとオレオレ詐欺 ／中村 ルミ子

パイレーツ・オブ・カリビアン 最後の海賊 洋画
カーズ クロスロード アニメ

ナミヤ雑貨店の奇蹟 邦画
スパイダーマン ホームカミング 洋画

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

一般＊その他

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

おにいちゃんさんかんび   くすのき しげのり 作  大島 妙子 絵 

今日は幼稚園に通う妹の参観日。急用で両親が行けなくなってしまったため、シンタロウが代わりに参観に行く     

ことになりました。妹ががっかりしないよう、他のお父さんやお母さんよりも上手に折り紙を折ろうと頑張りますが…。 

 

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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