
/山本 範正

/辻　政信

/荒木 優太

/北村 良子

/阿古 真理

/斉藤 由美 /山口　建
/松永 正訓

/関口　賢

／Ｅｍｉ /リトルバード

/市瀬 悦子

/森　映子
もっと遊ぼう！フェルトおままごと　-作って楽しい！遊んで

発表会の手作りコスチューム-劇遊び・オペレッタ・ダンス・クリスマス会他-

親に寄り添う、実家のちょうどいい片づけ-OURHOME- はじめてのかぎ針編み-編み方のコツがひと目でわかる-

こんがり偏愛レシピ-焼き目がごちそう!香ばしさが調味料!!-

3ナイタルト-粉ふるわナイ!生地寝かさナイ!麺棒使わナイ!-

／寺西　恵里子楽しい！おままごと大集合!!-

やさしく知る産前・産後ケア　-産婦人科医が教える、ママ
と赤ちゃん　こころとからだ- ／松峯　寿美

／平泉　千絵クロスステッチで作るかわいいNIPPON

一般＊工学・家政学

THEデブ脳　-痩せる！- ／工藤　孝文 美容常識の９割はウソ ／落合　博子

脳の疲れをリセットするここヨガ ／綿本　彰
　-医者が教える食卓のこわい真実- ／内海　聡

毒きのこに生まれてきたあたしのこと。 ／堀　博美
紅茶セラピー-世界で愛される自然の万能薬- 親ががんになったら読む本-心に寄り添い回復を助ける-

まんがで簡単にわかる！日本人だけが知らない汚染食品
月曜断食-「究極の健康法」でみるみる痩せる!-

いのちは輝く-わが子の障害を受け入れるとき-

一般＊医学・科学・動物

平井信行の気象・防災情報の見方と使い方　-こどもの命
まんが墓活-それでどうする、うちの墓?- ／井上　ミノル を守る判断力を育てるために- ／平井　信行
母と娘はなぜ対立するのか-女性をとりまく家族と社会-

スマホに振り回される子スマホを使いこなす子　-ネット社会
「伝えたつもり」をなくす本 ／中山　マコト の子育て- ／五十嵐　悠紀

かっこいい福祉 ／村木　厚子
／下島　かほる登校しぶり・不登校の子に親ができること

『銀河英雄伝説』にまなぶ政治学 ／杉浦　功一

一般＊社会

るるぶ温泉＆宿　関西、中国、四国、北陸’19
るるぶアメリカ西海岸’19

戦国大名・伊勢宗瑞 ／黒田　基樹 在野研究ビギナーズ-勝手にはじめる研究生活-
南の島のよくカニ食う旧石器人 ／藤田　祐樹 10万円でシルクロード10日間 ／下川　裕治
神速Excel ／中田　元樹
最高の思考実験-考察とパズルで論理と直感を磨く-

一冊でわかるイギリス史 ／小林　照夫 生きる場からの哲学入門 ／大阪哲学学校

潜行三千里 完全版-幻の原稿「我等は何故敗けたか」初公開!- 鯖猫長屋ふしぎ草紙⑦（PHP文芸文庫） ／田牧　大和

一般＊哲学・歴史・地理

明智光秀　-小説集- ／菊池　寛 震える天秤 ／染井　為人

カインは言わなかった ／芦沢　央 百舌落とし（百舌シリーズ7） ／逢坂　剛
航宙軍士官、冒険者になる　3 ／伊藤　暖彦 幸福な星 ／仲野　芳恵

銀座の紙ひこうき ／はらだ　みずき エレベーター ／ジェイソン・レナルズ
昭和も遠くなりにけり ／矢野　誠一ふること語り-渡来の大族・秦氏を育てた長たち-

星砕きの娘 ／松葉屋　なつみ 空から森が降ってくる ／小手鞠　るい

センス・オブ・シェイム　-恥の感覚- ／酒井　順子 滴水古書堂の名状しがたき事件簿1 ／黒崎　江治
やわらかく、考える。 ／外山　滋比古 犯人に告ぐ　3　紅の影 ／雫井　脩介

森があふれる ／彩瀬　まる 電気じかけのクジラは歌う ／逸木　裕
老父よ、帰れ ／久坂部　羊 伊勢佐木町探偵ブルース ／東川　篤哉

一般＊文学

川島図書館　新刊のおしらせ
２０１9年12月

ｍｅｄｉｕｍ (メディウム)霊媒探偵城塚翡翠

相沢 沙呼

つけびの村-噂が5人を殺したのか?-

高橋 ユキ
一夜に5人の村人が殺害された集落。犯人の家に貼られ

た川柳「つけびして煙り喜ぶ田舎者」は<戦慄の犯行予

告>として世間を騒がせたが…。山口連続殺人放火事

件を追いかけるルポルタージュ。ウェブ掲載記事をもとに

書籍化。ノンフィクションとしてではなく、傍聴マニアだっ

た著者のルポと思って読むといい。限界集落の実情が、

考えさせられる部分もあった。

推理作家として難事件を解決してきた香月史郎は、心に

傷を負った女性、城塚翡翠と出逢う。彼女は霊媒であり、

死者の言葉を伝えることができるが、そこに証拠能力はな

い。一方、巷では姿なき連続殺人鬼が人々を脅かしてい

て、殺人鬼の魔手は密かに彼女へと迫っていた――。

一切の先入観無しで読む方が面白い。本格ミステリー。



/草場　純
/広尾 克子

/山田 英夫

/小手鞠 るい

/渡邊 祐介

/倉持 よつば

/牛田 一成

動物と話せる少女リリアーネ プチストーリーズ☆三びきのアラ

博物館のプロのスゴ技で自然を調べよう　1　発見と採集

めくって学べるもののしくみ図鑑

先生、ウンチとれました-野生動物のウンチの中にある秘密-

アサギマダラの手紙 ／横田　明子 世の中のしくみ-子ども教養図鑑- /小学校社会科授業づくり研究会

桃太郎は盗人なのか?-「桃太郎」から考える鬼の正体-

もうひとつの曲がり角 ／岩瀬　成子 人間図鑑　-みんなのちがい- ／間芝　勇輔

イグマ☆リスは大いそがし! ／タニヤ・シュテーブナー
　-100円グッズと身近な道具でできる!- ／小川　誠

／草野　あきこ魔女のいじわるラムネ きつねの橋 ／久保田　香里

だれもしらない図書館のひみつ ／北川　チハル

よるのまんなか ／おくはら　ゆめ
松下幸之助物語-一代で世界企業を築いた実業家- 激ムズめいろ！おばけ学校 ／このみ・プラニング
おばけひめがやってきた！ ／むらい　かよ

モンスター・ホテルでオリンピック ／柏葉　幸子
おじいちゃんの小さかったとき ／塩野　米松

フルーツふれんずスイカちゃん ／村上　しいこ
おばあちゃんの小さかったとき ／おち　とよこ

じどう＊よみもの・そのた

ねこの町のホテル プチモンド-ハロウィンとかぼちゃの馬車- 妖怪ウォッチ⑯ ／小西　紀行
空飛ぶ微生物ハンター ／佐久間　博 ホカリさんとあきのてがみ ／はせがわ　さとみ

どこ？　-パーティーのさがしもの- ／山形　明美 しろいしろいころわん ／黒井　健
クリスマスってなあに ／ディック・ブルーナ

そんなにみないでくださいな ／accototo かべのすきま ／澤野　秋文
スプーンコプター ／竹与井　かこムーミントロールと金のはっぱ ／トーベ・ヤンソン

ねんねしたらサンタさん ／ひらぎ　みつえ

やぎのグッドウィン ／ドン・フリーマン

たいこ ／樋勝　朋巳 ウォーリーをさがせ!まちがいもさがせ! /マーティン ハンドフォード

きらいきらい！ ／武田　美穂／ザ・キャビンカンパニーどうぶつパンパン
ばあ ／ザ・キャビンカンパニー

あさくさかな　-おさかなかんこう- ／加藤　休ミ ひとりでおとまり ／まるやま　あやこ

あめといっしょに ／田仲　由佳 おいで…（ゾッとする怪談えほん） ／軽部　武宏
あめふりぼうず ／せな　けいこ やさいのがっこう キャベツくんおはなになる? ／なかや　みわ

じどう＊えほん

グリドングリドン ／宮西　達也 ねことねこ ／町田　尚子

いちばんわかりやすいテーピング　-しくみがわかり正確に JAPAN　BLUE藍染ガイドブック　-本格藍液が簡易に作れ
巻ける！- ／花岡　美智子 る「紺屋藍」で染める- ／辻岡　ピギー

基礎から身につくはじめてのデッサン　-形のとり方から質感
の7つの近道勉強法- ／新村　真也

るるぶハウステンボス’19

まで鉛筆デッサンが１冊でわかる- ／梁取　文吾
やり直し英語革命　-最短でキチンと話せるようになるため

カニという道楽-ズワイガニと日本人の物語-

いだてん　完結編 ／宮藤　官九郎 スカーレット　Ｐａｒｔ１ ／水橋　文美江
もっと夢中になる！トランプの本-ゲーム マジック 占い- 画商のこぼれ話 ／種田　ひろみ

香木のきほん図鑑-種類と特徴がひと目でわかる- 高倉健、その愛。 ／小田　貴月

一般＊その他

蔵書点検のお知らせ

１月14日（火）～23日（木）まで特別資料整理日で、休館させていただきます。

図書館ご利用の方には、ご迷惑をおかけしますが、ご理解の程よろしくお願いいたします。

徳島文理大学うたおは部によるクリスマスおはなし会

日時：12月14日（土） 13：30～15：00

場所：川島図書館２階

対象：幼児・園児・小学生

内容：てあそび・ゲーム・工作など ※予約受付中!!

今年最後の大仕事をクリスマスまでに仕上げようと、工事現場で休まずはたらくくるまたち。クリスマス・イブの夜、帰

り道でプレゼントを見つけ…。乗り物が大好きな子どもたちに贈る、クリスマス&「おやすみなさい」の絵本。

顔のあるくるまのかわいい絵本。

はたらくくるまたちのクリスマス

シェリー・ダスキー・リンカー文／AG.フォード絵

吉 野 川 市 立 川 島 図 書 館
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