
お医者さんがすすめるすごい瞑想 ／保坂  隆 モノの見方が１８０度変わる化学 ／齋藤　勝裕
落ち葉の下の小さな生き物ハンドブック 　／皆越  ようせい クマムシ博士のクマムシへんてこ最強伝説 ／堀川　大樹

一般＊医学・科学

エネルギー早わかり ／牧野　直子 あなたのこども、そのままだと近視になります。 ／坪田  一男

ハローワーク１５０％トコトン活用術 ／日向　咲嗣 実例でわかる連絡帳の書き方マニュアル ／富田  久枝

「男損」の時代 ／牛窪  恵
発達が気になる子の脳と体をそだてる感覚あそび ／鴨下　賢一 老後ぐらい好きにさせてよ ／野末  陳平

／高草木　陽光

旅する平和学 ／前田　朗 独裁者たちの最期の日々［上・下］ ／ディアンヌ・デュクレ
前田さん、主婦の私もフリーランスになれますか? ／前田  めぐる

子供にしがみつく心理 ／加藤　諦三 親から子へかかわりの糸を結ぶ２１の言葉 ／曽山  和彦
熊本地震２０１６の記憶 ／岩岡　中正 ニッポンの主婦１００年の食卓 ／主婦の友社

なぜ夫はなにもしないのか　なぜ妻は理由もなく怒るのか

図解最新不動産の法律と手続きがわかる事典 ／木島　康雄 南三陸発！志津川小学校避難所 ／志水　宏吉

一般＊社会

「感情」の解剖図鑑 ／苫米地  英人 ゾンビ最強完全ガイド ／ロジャー・ラックハースト

スマホ世代のためのパソコン入門 ／村松  茂 スマホ片手にお遍路旅日記 ／諸原　潔

知られざる縄文ライフ ／誉田  亜紀子 るるぶ札幌’１８
仕事の問題地図 ／沢渡  あまね るるぶ京都ベスト’１８

宝くじで１億円当たった人の末路 ／鈴木　信行 るるぶ東北’１８
父と私 ／田中　眞紀子 るるぶ高野山[２０１７]

１３歳、「私」をなくした私 ／山本　潤 姥捨て山繁盛記 ／太田　俊明

一般＊哲学・歴史・地理

ダメ女たちの人生を変えた奇跡の料理教室 ／キャスリーン・フリン 水鏡推理［６］ ／松岡　圭祐
だからあなたは殺される ／水生　大海 救急病院 ／石原　慎太郎

さなとりょう ／谷  治宇 無情の神が舞い降りる ／志賀  泉
媚びない老後 ／桐島  洋子

小説ひるね姫 ／神山　健治 麻布ハレー ／松久  淳
幽霊協奏曲 ／赤川　次郎 ５７５朝のハンカチ夜の窓 ／岸本  葉子

ふたりのせかいりょこう ／住野　よる ぼくの死体をよろしくたのむ ／川上　弘美
おんな城主直虎［２］ ／豊田　美加 今ひとたびの、和泉式部 ／諸田  玲子

連環の罠 ／上田　秀人 キャピタル ／加藤  秀行
村上春樹翻訳〈ほとんど〉全仕事 ／村上　春樹 北斎まんだら ／梶  よう子

後宮幻華伝 ／はるおか  りの

青い服の女 ／平岩　弓枝 青の祓魔師（エクソシスト）［４］ ／加藤  和恵
禁じられたジュリエット ／古野　まほろ 優しい幽霊たちの遁走曲（フーガ） ／太田  忠司

川島図書館　新刊のおしらせ

一般＊文学

我らがパラダイス ／林　真理子 鬱金の暁闇［３０］ ／前田  珠子

ＳＣＳ[下] ／五十嵐　貴久 鯖猫長屋ふしぎ草紙［２］ ／田牧  大和
今日のハチミツ、あしたの私 ／寺地　はるな

２０１7年5月 

か「」く「」し「」ご「」と「 

住野 よる 

怪談生活 

高原 英理 

  ５人の高校生たちのありふれた日々の中で、 

お互いへの気持ちや特別な能力の「かくしごと」 

を爽やかな筆致でえがく青春小説。 

  

江戸時代から現代まで、著者が収集した怪談につ

いて語った随筆集。日常に潜む暗い影を、滑稽さ愛

らしさと共に語っています。 



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

このほかにも新刊図書入荷しています。
『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。

上記の図書が貸出し中の場合は、予約サービスをご利用ください。
また、読みたい本がありましたらお気軽にリクエストしてください。

これらの新刊図書は、新刊コーナーでどうぞ！

ＫＰＰ　ＢＥＳＴ きゃりーぱみゅぱみゅ

オシャレポップなあの頃のＣＭ曲ベスト３２
アンコール ｂａｃｋ ｎｕｍｂｅｒ
キッズソング

邦楽/オムニバス
邦楽
子ども
邦楽

服部半蔵 ／加来　耕三

ＣＤ

タイトル名 歌手

しくじり動物大集合 ／新宅　広二 どうぶつがっこうとくべつじゅぎょう ／トビイ　ルツ
からだの免疫キャラクター図鑑 ／岡田　晴恵 １２歳。［８］ ／辻　みゆき
動物と話せる少女リリアーネ［スペシャル４］ ／タニヤ・シュテ―ブナー

ジャンル

犬とおばあさんのちえくらべ ／アニー・Ｍ．Ｇ．シュミット こうえんのおばけずかん ／斉藤　洋
おしえてアドラー先生！ ／八巻　秀 都道府県・クイズ図鑑 ／クイズ図鑑編集部

じどう＊よみもの・そのた

はるですよ ／小林　ゆき子 ひげひげわたりひげ ／酒巻  恵

地震がきたらどうすればいいの？ ／ｍｉｔｔｙ 恐竜トリケラトプスとアルゼンチノサウルス ／黒川  みつひろ
うんどうかいがなんだ！ ／大木　あきこ マロンちゃん  カレーつくってみよう！ ／西村  敏雄

たべてみたい！ ／いしい　ひろし イースターハッピーふっかつの日！ ／たちもと　みちこ
やさいのがっこう ／なかや　みわ だれかな？だれかな？ ／とよた  かずひこ

じどう＊えほん

したじきくんとなかまたち ／山村　浩二 とのさま１ねんせい ／長野　ヒデ子

図説紅茶 ／Ｃｈａ  Ｔｅａ紅茶教室 やさしく学ぶ菜園ＤＩＹ入門 ／和田　義弥

人生を楽しメェ～！ ／平林　美紀 無冠の男 ／松方　弘樹
一人を楽しむソロキャンプのすすめ ／堀田  貴之 １１歳からの正しく怖がるインターネット ／小曽木　健

毎日新聞・校閲グループのミスがなくなるすごい文章術 ／岩佐　義樹 猫づくし日本史 ／武光　誠
ネパール・ムスタン物語 ／近藤　亨 切り絵でつくるメルヘンドレス ／祐琴

電卓四兄弟 ／樫尾　幸雄 イップス ／石原　心
なぜ日本の女子レスリングは強くなったのか ／布施　鋼治 ときめく花図鑑 ／中村　文

一般＊その他

永遠（とわ）のＰＬ学園 ／柳川　悠二 大人のロードバイク入門

江戸城の全貌 ／萩原  さちこ
得するごはん ／得する人損する人

／キャサリン・トビン 賃貸でもここまでできるＤＩＹ ／番匠　智香子
美脚思考 ／吉永　桃子

いちごのお菓子 ／若山　曜子赤ちゃんとママのための「朝までぐっすり睡眠プラン」

一般＊工学・家政学

大人スタイルの新常識 ／石田　純子 お父さんのための日本一やさしい料理本 ／青木  敦子

おぼろ月のおさんぽ 「銀色」 

ウォルター・デ・ラ・メア・詩  カロリーナ・ラベイ・絵 

吉野川市立川島図書館 
電話  ０８８３－２５－３１４１ 

ＦＡＸ ０８８３－２５－５３８２ 

 

 「そうっと のぞいた お月さま。ぎんのくつで 夜のおでかけ。」 

 詩人のウォルター・デ・ラ・メアの、詩の絵本シリーズ4作目。今回は「春」の絵本。 

 原詩をおちゃめに重層的に描き出します。 


