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るるぶフランス’19　パリ
るるぶホノルル’20

令和につなぐ平成の30年-陶酔と熱狂の代償と、その先の
希望- ／日本経済新聞社

プラ収納術- ／sumiko 手編みのベビーニット-1週間で完成！編んでたのしい！-
幸運を引き寄せる冷蔵庫-人気ブロガーさんちの最強プチ

ぜ〜んぶ入れてスイッチ「ピ!」炊飯器で魔法のレシピ100  羽田圭介、クルマを買う。 ／羽田　圭介
一度は買いたいSA・PAの「五つ星みやげ」-日本サぱ協会厳選!- 時間（とき）の花束-幸せな出逢いに包まれて-
ぼくのおつまみ天国（パラダイス） ／ぼく 何が「いただく」ぢゃ！ ／姫野　カオルコ

こうして管楽器はつくられる-設計者が語る「楽器学のすすめ」-

一般＊工学・家政学

野口真紀のわたしの好きなトマト料理 ／野口　真紀 メスティン自動レシピ ／メスティン愛好会

40℃超えの日本列島でヒトは生きていけるのか-体温の科学 アレルギーっ子のごはんとおやつ-卵なし牛乳なし小麦粉なし
から学ぶ猛暑のサバイバル術- ／永島　計 でも、家族でいっしょの工夫がいっぱい- ／伊藤　浩明

もうすぐいなくなります-絶滅の生物学- ／池田　清彦 女子のうつ-PMSがラクになる本- ／西村　留美

よかれと思ってやったのに-男たちの「失敗学」入門-

消防官になるには ／益田　美樹

ユーモアを生きる-困難な状況に立ち向かう最高の処方箋-

さりげないけど喜ばれるはたらく女子の気づかいレッスン
心理学でわかる発達障害「グレーゾーン」の子の保育

一般＊医学・科学・動物

造形道具の知識と技能が楽しくしぜんに育つ本-幼児期の
9月1日―母からのバトン― ／樹木　希林 終わりまでに身につけたい- ／竹井　史
離婚のための準備と手続き-これだけは知っておきたい-

日常の「?」をぜんぶ科学で解き明かす本 ／川村　康文

いちばんわかりやすいはじめての経理入門 ／柴山　政行 かんたんたのしい手あそびいっぱい!! ／多志賀　明

一般＊社会

まなの本棚 ／芦田　愛菜
るるぶ福岡’20
ちょっとマニアックな図書館コレクション談義 またまた

ココロクエスト式「引っ込み思案さん」の教科書

懐かしの昭和ドライブイン ／越野　弘之皇位継承の中世史-血統をめぐる政治と内乱-

ひぐらし先生、俳句おしえてください。 ／堀本　裕樹 純子 ／赤松　利市

一般＊哲学・歴史・地理

極限の婚約者たち ／新堂　冬樹 てんげんつう（しゃばけシリーズ18） ／畠中　恵
手のひらの楽園 ／宮木　あや子 ジョン・マン　7　邂逅編 ／山本　一力

未来を、11秒だけ ／青柳　碧人 おじさんのトランク-幻燈小劇場- ／芦辺　拓

ランチ酒-おかわり日和- ／原田　ひ香 江戸っ子漱石先生からの手紙-一〇〇年後のきみへ-

ブスの自信の持ち方 ／山崎　ナオコーラ 抽斗のなかの海 ／朝吹　真理子

へぼ侍 ／坂上　泉 店長がバカすぎて ／早見　和真

途中下車はできません ／山本　巧次 法曹漫歩 ／中尾　巧

クジラアタマの王様 ／伊坂　幸太郎 夏物語 ／川上　未映子

一般＊文学

川島図書館　新刊のおしらせ

人生の諸問題五十路越え ／小田嶋　隆 カム・ギャザー・ラウンド・ピープル ／高山　羽根子
チンギス紀　5　絶影 ／北方　謙三 愛してるって言えなくたって ／五十嵐　貴久

２０１9年10月
ヴェールドマン仮説

西尾 維新

奇書の世界史-歴史を動かす“ヤバい書物”の物語-

三崎 律日

歴史のある地点において奇書として位置づけられた

書籍を「奇書」「名著」両方の観点から眺め、時代の

移ろいにより評価が反転した経緯を解説する。動画

サイトYouTube等投稿を大幅に加筆修正、書下ろしを

加えて書籍化。いわゆる三大奇書と云われる本は取

り上げていない。時代の流れに伴う価値観の変化か

ら何を「教訓」として得られるのか？

名探偵一家のサポートに徹するぼくだけれど、ある日

強烈な「首吊り死体」を発見し、連続殺人事件を追う

ことに。被疑者は怪人・ヴェールドマン。布(ヴェール)

に異様な執着を示す犯罪スタイルからそう呼ばれて

いるのだが…。著者100冊目の記念すべき1冊。独

特の言葉遊びが面白い。設定は探偵小説っぽいが、

新時代エンタテインメントと銘打っている。



/坂本　雄次

/むらかみ　ひとみ

/泉　健司

/上西　一弘

/秋山　幸也

プラスチック・プラネット-今、プラスチックが地球をおおって マジで!!まじめにアレ何?じてん-マジで!!まじめくん!のモノ
の名前がわかる本- ／佐々木　まさたか

世界の生きものＭＡＰ ／きた　なおこ

／ジョージア・アムソン＝ブラッド

身近な自然かんさつで自由研究しよう!-遊ぼう!学ぼう!-

心の病気ってなんだろう？ ／松本　卓也森のとしょかんのひみつ ／小手鞠　るい

じどう＊よみもの・そのた

つくろう!あそぼう!ひかりとかげ-切り絵・版画・写真- トイ・ストーリー4 ／スーザン・フランシス

はりねずみのルーチカ⑧人魚の島 ／かんの　ゆうこ おしっこもらスター ／田中　六大

食生活パーフェクトブック-食事で変わる子どもの未来-

ガールズクラフトBOOK-手芸から工作まで、自由研究にも
使える！- ／はっとり　みどり

いる-

ピンチ!!でもそれはチャンスだ! ／大野　正人
さんすうクエスト　初級編 ／鍵本　聡 あやしい植物図鑑-だれかに話したくなる- ／菅原　久夫

本気でやれば、なんでもできる!? ／ジョン・ヨーマン 東大名誉教授がおしえるやばい世界史 ／本村　凌二

なんでもつかまえてみる本-街中 森林 水辺 海-

野うさぎレストランへようこそ ／小手鞠　るい エベレスト-命・祈り・挑戦- ／サングマ・フランシス

21世紀のフランクリン（マジック・ツリーハウス46） ／メアリー・ポープ・オズボーン

おばあさんとあひるたち ／奥山　玲子

どんぐりむらのぱんやさん-大型絵本- ／なかや　みわ はしれ！おべんとう ／市原　淳
おばけばたけのおふろやさん ／とよた　かずひこ ナイチンゲール ／カンタン・グレバン

おでかけのまえに ／林　明子

ふみきりかんかんくん ／武田　美穂 コリンのお店びらき ／山西　ゲンイチ
おもちゃになりたいにんじん ／岩神　愛 おつきさまのともだち ／カワチ　レン

うみへいったちいさなカニカニ ／クリス・ホートン へんしん！いろいろれっしゃ ／ふくなが　じゅんぺい

だいすきな先生へ ／ナンシー・カーペンター 森のゲオルグ ／ノーブスミー

アンパンマンをさがせ！ＧRＥＥＮ ／やなせ　たかし だれのパンツ？ ／シゲリ　カツヒコ
ようかいむらのだいうんどうかい ／たかい　よしかず しろまるいろまる ／あおき　ゆか

アンパンマンをさがせ！ＲＥＤ ／やなせ　たかし うちに帰りたくないときによむ本 ／北原　明日香
アンパンマンをさがせ！ＢＬＵＥ ／やなせ　たかし うみのあじ ／たけがみ　たえ

じどう＊えほん

すごいたいじゅうでうごきません。 ／平田　景 まほうでなんでやねん ／あおき　ひろえ

北欧4か国旅行会話-フィンランド語・スウェーデン語・ノル
カスハラ―モンスター化する「お客様」たち―

ウェー語・デンマーク語- ／森　百合子 宮西達也の世界
／NHK「クローズアップ現代+」取材班編

／自由現代社編集部

チャートで読み解く美術史入門 わたしを支えるもの-すーちゃんの人生- ／益田　ミリ／ナカムラ　クニオ
ピアノで奏でる名曲クラシック〔2019〕-全曲譜めくり無し!- 初心者でも必ず上達するジョギング&ランニング入門

なつぞら　Part2 ／大森　寿美男 茶道具のかたづけ方の基本 ／入江　宗敬
世界チャンピオンの紙飛行機ブック ／John M.Collins USJ令和完全攻略法 ／てらこ

一般＊その他

大家さんと僕-これから- ／矢部　太郎 日本捕鯨史-概説- ／中園　成生

秋の手作り教室「ハロウィングッズ」

日時：10月19日（土） 13：30～15：30 場所：川島図書館２階

対象：園児・小学生（低学年は保護者同伴）

内容：工作（ハロウィングッズを作ろう） 講師：西山 欣子 先生

※ 予約制 定員15人程度（１か月前から予約受付開始）

子どものすきな神さまはいつもは森の中で、歌をうたったり笛をふいたりして小鳥やけものと遊んでいましたが、ときど

き人のすんでいる村へ出てきて、すきな子どもたちと遊ぶのでした。雪がどっさりふったつぎの朝、神さまは…。

普段思ってもみなかった疑問と想像力を駆り立ててくれる物語のおもしろさがある、とあとがきで述べています。

子どものすきな神さま

新美南吉 作／西條由紀夫 絵

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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