
／荒木　源

／関　眞興
/ホームライフ取材班

/神野　由紀

／中村　元 /坂田　英明

/PALETAS
/木村　幸子 /しらい　のりこ

/井上　明美超★簡単リズムあそび-親子で!おうちで!さくっとできる!-

アイスクリーム＆シャーベット-保存容器と電子レンジでできる-

ズドン!とウマいやっこ豆腐 ／きじま　りゅうた
女の子の夏の手作りワンピース-90・100・110・120cm-

すぐできるあってよかった今夜のおかず110-読者と選んだ
料理家22人の人気レシピ- ／婦人之友社編集部
餃子マニア-絶対に食べなくてはならない餃子が、ここにある-

パウンドケーキの本 ／田中　博子 夏めし100-さっぱり＆スパイシー- ／高橋　雅子

最高のチャーハン50-パラパラじゃなくていい!-

中性脂肪を自分で下げる― がラクになる42ポーズ― ／赤根　彰子

一般＊工学・家政学

おうちで作るPALETASフローズン・フルーツバー レシピがなくても作れる!ラク弁当レシピ ／長谷川　りえ

共感障害-「話が通じない」の正体- ／黒川　伊保子

椅子に座って、いつでもできる着席ヨーガ　―体・呼吸・心オレンジページ おとなの健康Vol.11　―コレステロール・

／遠藤　研一郎

中村元の全国水族館ガイド125-全館訪問取材- あぶない!聞こえの悪さがボケの始まり-「耳」を知る、治す、鍛える-

身近な生き物オス・メス「見分け方」事典 ／木村　悦子

一般＊医学・科学・動物

ある日突然オタクの夫が亡くなったら？-身近な人が亡く

世界のすごいお葬式 ／ケイトリン・ドーティ 僕とぼく-妹の命が奪われた「あの日」から- ／川名　壮志
令和改元の舞台裏 ／毎日新聞「代替わり」取材班 証券・保険業界で働く（なるにはBOOKS） ／生島　典子

なった時にやるべきこと、起こること- ／こさ　ささこ

趣味とジェンダー-＜手づくり＞と＜自作＞の近代- 気づけない毒親 ／高橋　リエ
僕らが生きているよのなかのしくみは「法」でわかる-13歳か
らの法学入門-

一般＊社会

のパフォーマンスを実現する方法- ／田村　耕太郎はい!こちら子ども記者相談室デス! ／かめおか子ども新聞

「モノの単位」大事典-知ってるだけで一目置かれる!-

一冊でわかるアメリカ史-世界と日本がわかる国ぐにの歴史- るるぶ栃木’20 宇都宮 那須 日光
るるぶ埼玉’20 川越 秩父 鉄道博物館

頭に来てもアホとは戦うな!-人間関係を思い通りにし、最高
天皇と国民をつなぐ大嘗祭 ／高森　明勅
「かわいい」のちから-実験で探るその心理- ／入戸野　宏

傾城　徳川家康 ／大塚　卓嗣

一般＊哲学・歴史・地理

ヘンな名湯―いますぐいける！― ／岩本　薫

生きながらえる術 ／鷲田　清一

新古今和歌集　上・下 ／久保田　淳

ライフ ／小野寺　史宜

女はいつも四十雀 ／林　真理子
僕が夫に出会うまで ／七崎　良輔 キャバレー ／ビートたけし

御苑に近き学び舎に-京都・番組小学校の誕生-

トリニティ ／窪　美澄 美しき愚かものたちのタブロー ／原田　マハ

車軸 ／小佐野　彈 むらさきのスカートの女 ／今村　夏子
待ち遠しい ／柴崎　友香 平場の月 ／朝倉　かすみ

ひよこ太陽 ／田中　慎弥 笑え、シャイロック ／中山　七里

鬼を待つ（弥勒シリーズ9） ／あさの　あつこ 魔法がとけたあとも ／奥田　亜希子
誰そ彼の殺人 ／小松　亜由美

トロイメライ ／村山　早紀

落花 ／澤田　瞳子 マタタビ町は猫びより ／田丸　雅智

一般＊文学

川島図書館　新刊のおしらせ
２０１9年8月

ノーサイド・ゲーム

池井戸 潤

ストーカーとの七〇〇日戦争

内澤 旬子

ネットで知り合った男性との交際から8カ月。ありふれ

た別れ話から、恋人はストーカーに豹変した。執拗な

メール、ネットでの誹謗中傷…。恐怖の神経戦を描

いたリアルドキュメント。『週刊文春』連載を単行本化。

小豆島に移住した著者の実体験。突然なってしまっ

た犯罪被害者という立場。現実に直面した時に対応

する手引書としても使えるのかも!?

大手自動車メーカーのエリート社員・君嶋は工場の

総務部長に左遷され、ラグビー部のゼネラルマネー

ジャーを兼務することに。ラグビーの知識も経験もな

い君嶋が、お荷物社会人ラグビーチームの再建に

挑む。TBSドラマの原作。

期待を裏切らない、王道の池井戸作品になっていま

す！



／岡　素世

/山梨　明子

/菅原　卓也

/村上 しい子

本にまつわる世界のことば ／温　又柔 まいんちゆずマン ／北川　悠仁

図鑑 ／石井　光太

スイスイ!ラクラク!!読書感想文 小学3・4年生 ／成美堂出版編集部

自由への道-奴隷解放に命をかけた黒人女性ハリエット・
タブマンの物語- ／池田　まき子

どうしたらいいかわからない君のための人生の歩きかた

小学生でも安心！はじめての金魚＆メダカ正しい飼い方
・育て方 ／徳永　久志

しずかな魔女 ／市川　朔久子
ドラえもん社会ワールドなぜ?どうして?日本の歴史 ／藤子・F・不二雄

基地建設、火星移住計画まで- ／寺薗　淳也

龍造寺隆信 ／加来　耕三

スイスイ!ラクラク!!読書感想文 小学5・6年生 ／成美堂出版編集部

スイスイ!ラクラク!!読書感想文 小学1・2年生 ／成美堂出版編集部 新テニスの王子様 26 ／許斐　剛

宇宙探査ってどこまで進んでいる？-新型ロケット、月面
きょうからトイレさん ／片平　直樹

マンガで超レベルアップ!少年サッカー-練習編- ／西東社編集部 ウォーリアーズ　4-5　忘れられた戦士 ／エリン・ハンター

じどう＊よみもの・そのた

職員室の日曜日-図書魔女ちゃんとバクちゃん- ｍｏｊａ ／吉田　桃子
ぼくがいちばんききたいことは ／アヴィ ワン・ツーパンチ　-2コママンガ- ／the rocket gold

よっ、おとこまえ！ ／いがらし　あつし
はらぺこれいぞうこ ／えだ　かのん かうまき― ／黒川　みつひろ

恐竜トリケラトプスとゴルゴサウルス―きけんなてきとたた

そうだソーダ ／丸山　誠司 おばけのブルン ／かわかみ　たかこ
へんしんバス ／あきやま　ただし ころべばいいのに ／ヨシタケ　シンスケ

しろちゃんとはりちゃん　なつのいちにち ／たしろ　ちさと 夏とおとうとと ／ふくだ　いわお

あついあつい ／垂石　眞子 おばけのぺろぺろ ／西村　敏雄
ハーピカせんにん ／田中　六大 まよなかのせおよぎ ／近藤　未奈

森の戦士ボノロン16 グリフとアカマツの森の巻 ／ながやま　ごう そらまめくんこんにちは ／なかや　みわ
おはよう（あいさつしかけえほん） ／新井　洋行 なっちゃんのなつ ／片山　健

しのぶよしのぶよ ／よこやま　かんた オニのサラリーマン じごくの盆やすみ ／大島　妙子
タコやん ／南　伸坊 たぬきのひみつ ／加藤　休ミ

トムとジェリーをさがせ!恐竜たちがやってきた!

世界の人と楽しむ折り紙-伝えたい!一緒に折りたい!40作品-

ｅスポーツのすべてがわかる本-プロゲーマー、業界のしくここが知りたい！デジタル遺品　-デジタルの遺品・資産を

そうめんソータロー ／岡田　よしたか

じどう＊えほん

ようかいむらのびっくりゆうえんち ／たかい　よしかず はなくそゆうかいじけん ／マルジック＆モリソー

みからお金の話まで- ／黒川　文雄開く！託す！隠す！- ／古田　雄介

手順つき実戦ヨセ100 ／日本囲碁連盟 就農への道-多様な選択と定着への支援- ／堀口　健治
キレッキレ股関節でパフォーマンスは上がる! ／高岡　英夫 いだてん　後編 ／宮藤　官九郎
居飛車108のツボ ／高橋　道雄

1億3000万人のためのｅスポーツ入門 ／但木　一真
友情　2　平尾誠二を忘れない ／山中　伸弥 編

一般＊その他

わかりやすい交通事故（イラスト六法） ／吉田　杉明 弾きながらマスター!ピアノ・コード入門2019

川島図書館職員による「おはなし会」

日時：8月17日（土） 11：00～11：30

場所：川島図書館２階

対象：幼児・園児・小学生

内容：絵本の読み聞かせ

くまくんたちが楽しみにしていた運動会。ところが大雨が降ってきて、てるてる坊主を作ってもやみません。そこで雨や

めやめダンスを踊ったら、お日さまが出てきましたが…。はたして、運動会はできたのでしょうか？

大笑いで盛り上がる紙芝居。

くまくんのうんどうかい？

武田 美穂

このほかにも新刊図書入荷しています。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。

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。

吉 野 川 市 立 川 島 図 書 館

電話 ０８８３－２５－３１４１
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