
/夕鷺 かのう

/渡部 昇一

/田　仁揆
/柳澤 靖明

/主婦の友社 /前田　渉
／MAYA

/鈴木 千晶 /瀬尾 幸子

/橋本 加名子

はじめてのアジアごはん  -台湾、香港、タイ、ベトナム、マレー
　 -ミシンがなくてもすぐ作れる、和布使いの暮らしの小物-

ミニマリストな暮らしのつくり方-何から減らす?どうやめる?-

冷凍ラクおかず-作りたてのおいしさが続く人気おかず114品- ／たけだバーベキュー

手縫いで作れる和布の小物
ベビーとキッズの布小物-はじめてのちいさなソーイング-

#わたるマジック-女の子はメイクより髪でかわいくなる!-

鉄板!BBQ焼きそば-焼きそば54品鉄板料理15品-

賢い冷蔵庫-ラクするためのおいしい下ごしらえ-

シア、インドネシア…。アジアで覚えた人気の味を再現!-

一般＊工学・家政学

コスパのいい服-大人気スタイリストがすすめる- ／福田　麻琴 ゼロからわかるお金のきほん ／カワグチ　マサミ

経済がまるわかり- ／澤　昭人#8月31日の夜に-生きるのがつらい10代のあなたへ- /NHK「ハートネットTV」
紙幣の日本史 ／加来　耕三

宮沢賢治の地学実習 ／柴山　元彦 イラストでわかるご臨終の不思議な世界 ／志賀　貢

医者が教える食事術2 実践バイブル ／牧田　善二 つらいせきが続いたら鼻の炎症を治しなさい ／杉原　徳彦
今日からできる！摂食嚥下・口腔ケア ／三鬼　達人ウンチ学博士のうんちく ／長谷川　政美

臨床工学技士になるには ／岩間　靖典 きょう出会う空 ／眞家　泉

それでも、母になる　-生理のない私に子どもができて考え

一般＊医学・科学・動物

た家族のこと- ／徳　瑠里香発達障害 僕にはイラつく理由（ワケ）がある! ／かなしろ　にゃんこ。

孤絶　-家族内事件- ／読売新聞社会部
隠れ教育費-公立中学校でかかるお金を徹底検証-

国連事務総長　-世界で最も不可能な仕事-
人生をぐるっと変えるまるっと経済学　-読むだけで世界の

／山本　みづほ るるぶ徳島 鳴門 祖谷渓’19

一般＊社会

実状をのぞいてみませんか？-

石器実測法-情報を描く技術- ／田中　英司
異名・ニックネーム辞典 ／杉村　喜光 終生知的生活の方法-生涯、現役のままでいるために-

逆転のイギリス史-衰退しない国家- ／玉木　俊明

蛾のおっさんと知る衝撃の学校図書館格差　-公教育の るるぶ天橋立 城崎’20
フォトジェニックTravel　-日本じゃないみたい！-VRが変えるこれからの仕事図鑑 ／赤津　慧

レンタルなんもしない人のなんもしなかった話 ／レンタルなんもしない人

一般＊哲学・歴史・地理

氷獄 ／海堂　尊 決断の刻（とき） ／堂場　瞬一
キキ・ホリック ／森　晶麿 のっけから失礼します ／三浦　しをん
今日は天気がいいので上司を撲殺しようと思います

灼熱 ／秋吉　理香子 越境（ユエジン） ／東山　彰良
かわいい見聞録 ／益田　ミリ 営繕かるかや怪異譚　その2 ／小野　不由美

江戸人の老い（草思社文庫） ／氏家　幹人
もう少し浄瑠璃を読もう ／橋本　治 明日死んだ男（怪異名所巡り10） ／赤川　次郎

老年を面白く生きる ／曽野　綾子
／百田　尚樹 春の旅人 ／村山　早紀

催眠ガール ／大嶋　信頼 小説 天気の子（角川文庫） ／新海　誠
三体 ／劉　慈欣 五つ数えれば三日月が ／李　琴峰

川島図書館　新刊のおしらせ

一般＊文学

ラッコの家 ／古川　真人 さよならの儀式-8 Science Fiction Stories- ／宮部　みゆき
夏の騎士

２０１9年11月
落 日

湊 かなえ

岩田さん 岩田聡はこんなことを話していた。

岩田 聡

世界中のゲームファンとゲームクリエイターに愛され

た人、岩田聡。ウェブサイト『ほぼ日刊イトイ新聞』お

よび、任天堂公式サイトの「社長が訊く」シリーズから、

岩田聡の言葉を抜粋。宮本茂・糸井重里のインタ

ビューも収録。岩田聡（いわた・さとる）1959〜2015

年。北海道出身。2002年任天堂株式会社代表取

締役社長就任。ニンテンドーDS、Wiiをプロデュース。

新人脚本家の甲斐千尋は、新進気鋭の映画監督・

長谷部香から、新作の相談を受けた。香は15年前

に起きた、判決も確定している「笹塚町一家殺害事

件」を手がけたいというが…。絶望の淵を見た人々の

祈りと再生の物語。児童虐待を取り扱っていて重たく

感じるが、救いも見える。二人の意外な接点、明らか

になる真相とは？映像化が期待される作品。



力の科学-

/斉藤　洋

/角野 栄子

/高橋 うらら

／ＤＫ社
/こざき ゆう

/増田 健太郎 /佐藤 善人

/金治 直美

大人になったらしたい仕事3　-「好き」を仕事にした35人 1日でできる!ドキドキ自由研究アイデア集-親子でいっしょ
の先輩たち- ／朝日中高生新聞編集部 に楽しめる!!- ／佐々木　昭弘

ごみ育-日本一楽しいごみ分別の本- ／滝沢　秀一

ゆるびーくんえんそくにいく ／斉藤　洋飛ぶための百歩 ／ジュゼッペ・フェスタ

からだのなかのびっくり事典 もっと!!-ざんねん？はんぱない!-

親子で楽しむかんたんプラモデル ／廣田　恵介 が無限に広がる雑学50- ／キッズトリビア倶楽部

スポーツと君たち-10代のためのスポーツ教養-小学生のためのテニスがうまくなる本-もっと活躍できる!-

読む喜びをすべての人に-日本点字図書館を創った本間一夫- 宇宙飛行士はどうやってウンチをするの？-宇宙への興味
こどもきせつのことば絵じてん ／神野　紗希 しぶがきほしがきあまいかき ／石川　えりこ

しゅくだいかけっこ ／福田　岩緒

じどう＊よみもの・そのた

季節のこよみ-きょうはなにして遊ぶ？- ／平野　恵理子 アッチとドッチのフルーツポンチ小さなおばけシリーズ㊶

おばけとしょかん ／斉藤　洋 「お手伝いしましょうか?」うれしかった、そのひとこと

レストランのおばけずかん-だんだんめん- 貸出禁止の本をすくえ！ ／アラン・グラッツ
知っておきたい！地球のしくみ ／ジョン・ファーンドン キャベたまたんてい㉑じごくツアーへごしょうたい ／三田村　信行

こんがらがったい ／星野　イクミ おそろしいよる ／殿内　真帆
そこでええはなさかせてや ／はっとり　ひろき

まじょまじょランド ／ませぎ　りえこ わんぱくだんのてんぐのすむやま ／末崎　茂樹
／デイヴィッド・ウォーカーハロウィーンくまちゃん

ゆめみるどうぶつたち ／イザベル・シムレール

うっかりおじさん ／エマ・ヴィルケ バムとケロのおかいもの -英語版- ／島田　ゆか
グリドングリドン ／宮西　達也

そらまめくんのおやすみなさい ／なかや　みわ うんどうかいセブン ／ふくだ　いわお
おやさいしろくま ／柴田　ケイコ 巨大空港 ／鎌田　歩

ライオンになるには ／エド・ヴィアー あなあなはてな ／はらぺこめがね

ハロウィンのおきゃくさま ／レオ・ランドリー おばあちゃん、ぼくにできることある? ／ジェシカ・シェパード
くるまがいっぱい！ ／リチャード・スキャリー たまごにいちゃんとたまごじいさん ／あきやま　ただし

じどう＊えほん

でんぐりごろりん ／ふくだ　じゅんこ いれてくやさーい ／わたなべ　あや

ジシュートへの挑戦- ／みやす　のんき ザインのコツまで詳しく解説！- ／原田　裕子

限界は何が決めるのか？ -持久系アスリートのための耐久
／アレックス・ハッチンソン

アルティメットフォアフット走法　-５６歳のサブスリー！エイ 手作りがうれしい木版画年賀状　-基本のテクニックからデ

の楽しみ方- ／平畠　啓史
今日も、Jリーグ日和。　-ひらちゃん流マニアックなサッカー／ひきちガーデンサービス

／宇田川　一美ねずみ年のゆる文字年賀状-筆ペンで書く-

「語彙力」練習帳- ／山口　謠司オーガニック植木屋の剪定術　-鳥・虫・草木と楽しむ-

超ラジオ体操-毎日4分で超快適!- ／谷本　道哉 丸暗記原始棒銀戦法 ／高橋　道雄
潜入ルポamazon帝国 ／横田　増生 美人は上品な言葉遣いでできている　-オトナ女子のための

一般＊その他

<ビジュアル入門>ラグビーがわかる本

開館変更のお知らせ

11月の蔵書点検は延期いたしますので

通常通り開館します。

駅のそばにある、ふみきりくんには、長い遮断機がついている。電車が来ると赤い目玉をぴかぴかさせ、遮断機を下

ろす。かん、かん、かん、かん! 朝、ふみきりくんの仕事が始まり…。働きもののふみきりくんの1日を描く。

ふみきりくん

えのもと えつこ 文／鎌田 歩 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
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