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/市村　崇
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/今井 ようこ

解決！-

川島図書館　新刊のおしらせ

一般＊文学

雲雀とイリス（グイン・サーガ146） ／五代　ゆう 生命式 ／村田　沙耶香
ムゲンのｉ　上・下 ／知念　実希人 シャガクに訊け！ ／大石　大

愚か者の身分 ／西尾　潤 太陽はひとりぼっち ／鈴木　るりか
神様との取引 ／町田　哲也 ツナグ　-想い人の心得- ／辻村　深月

祝祭と予感 ／恩田　陸
夏服を着た恋人たち（マイ・ディア・ポリスマン3） ／小路　幸也

芭蕉と歩く-「野ざらし紀行」と「鹿島詣」- ／高橋　保博

私の家 ／青山　七恵 飯田線・愛と殺人と（KAPPA NOVELS） ／西村　京太郎
小箱 ／小川　洋子 介護のうしろから「がん」が来た！ ／篠田　節子

きみの正義は　-社労士のヒナコ- ／水生　大海

一般＊哲学・歴史・地理

巡礼の家 ／天童　荒太
ステキな奥さんうぷぷっ3 ／伊藤　理佐

時空旅行者の砂時計 ／方丈　貴恵
迷いながら生きていく ／五木　寛之

万葉集を旅する　-令和の源と和歌の舞台へ-
古典の裏-「知ってるつもり」の有名古典「みんな知らない」ウラ話-

たまひよ赤ちゃんのしあわせ名前事典2020～2021年版

るるぶ愛媛’20 道後温泉 松山 しまなみ海道

だったら哲学があるじゃない!-もうどうしていいかわからない?- 自己肯定感が低い自分と上手につきあう処方箋
幕末志士の作法 ／小田部　雄次 三国志 謎の収集　-ここが一番おもしろい！-
明智光秀伝　-本能寺の変に至る派閥力学-
哲学の世界へようこそ。-答えのない時代を生きるための思考法-

るるぶ鹿児島’20 指宿 霧島 桜島

一般＊社会

おばあちゃんが教えてくれたとても、とても、大事なこと

しめ飾り 造形とその技法 -藁を綯い、春を寿ぐ- 10分でわかる!経費で落とせるレシート・領収書
日弁連という病　-日米弁護士コンビ怒りの告発!!-

司法通訳人という仕事-知られざる現場- ／小林　裕子 反日種族主義　-日韓危機の根源- ／李　栄薫
３６５日の親孝行 ／志賀内　泰弘 米中貿易戦争の裏側-東アジアの地殻変動を読み解く-

／北村　晴男，ケント・ギルバート
イノベーションの攻略書 -ビジネスモデルを創出する組織と

／テンダイ・ヴィキスキルのつくり方-

ロウソクの科学（岩波文庫） ／ファラデー
わかってほしい!子ども・思春期の頭痛 ／藤田　光江 のう腫闘病記- ／あらた　真琴

一般＊医学・科学・動物

子宮がヤバイことになりました。　　　-筋腫＆内膜症＆卵巣

トコトンやさしい真空技術の本 ／関口　敦
「賛否両論」おせちの本 完全版 ／笠原　将弘

人生を変えるサウナ術　-なぜ、一流の経営者はサウナに
行くのか？- ／本田　直之

トコトンやさしい建築材料の本 ／大垣　賀津雄
ハウスメーカー選びのツボ-マンガでわかる!-

一般＊工学・家政学

星を楽しむ天体観測のきほん -月食、日食、流星群、彗星
／大野　裕明宇宙で起こる現象を調べよう-

世界一おいしいせん切りキャベツの作り方-料理は切り方が9割-

しぜんなおかし-卵、牛乳、バターを使わないのに、驚くほどおいしい- おせちと一緒に作りたいお正月のもてなし料理　-大切な人
バターは調味料。ほんの少し使うだけでおいしくなる

365日マネするだけ離乳食　-離乳食はこの１冊でまるごと
100年安心家計のつくり方-増税にも、年金不安にも負けない!-／手作り離乳食 by ninaruレシピ監修
たちの集まりに、とっておきのご馳走を- ／上島　亜紀

２０20年2月
スワン

呉 勝浩
8050問題 -中高年ひきこもり、7つの

家族の再生物語- 黒川 祥子
80代の親が50代のひきこもりの子を抱えている家庭、そ

こから派生する「8050問題」。推計61万人といわれる当

事者と家族の歩みをたどり、「8050問題」の具体的なあり

よう、その内実を提示するルポルタージュ。

家庭環境によって子供の人生が決まるのだなあと思った。

「家族の再生物語」と副題にある様に、ひきこもりは家族

の問題だという事がよく分かるルポだった。

ショッピングモールで起きた無差別銃撃事件。事件の渦

中にいながら生き残った少女、いずみのもとに、ある日招

待状が届く。生存者たちを集めた“お茶会”、その目的は? 

『カドブンノベル』掲載を単行本化。直木賞候補作。

無差別銃撃事件に遭遇し、極限の状態でどう行動するの

か？日本では現実的で無い事件を題材にしているのにリ

アルに描写されていて、SNSの怖さも痛感した。



/スズキ コージ

/井出 留美

/齊藤 和貴

/村上 しいこ

/村瀬 哲史

/木谷 美咲 /斉藤　洋
/齋藤　孝 /小和田 哲男

鉄道珍百景　-“ツボ”にはまる!!- ／坪内　政美
ダンス部ノート ／石原　久佳

一般＊その他

日本語をつかまえろ！ ／飯間　浩明
講談師・浪曲師になるには ／小泉　博明
ものは言いよう ／ヨシタケ　シンスケ
ピアノ最新ヒット・ソング　2020 とことん愉しむ！- ／長澤　淨美

キヨミさんのシニアの庭あそびアイデア　-無理しないで

じどう＊えほん

ひとりでぼっち ／ふるしょう　ようこ ももちゃん ／さとう　めぐみ

おれ、よびだしになる ／石川　えりこ えかきのねこ ／サラ・バトル
チンチラカと大男 -ジョージアのむかしばなし-

仮面ライダーゼロワン全フォームだいずかん

ぼく、仮面ライダーになる!ゼロワン編 ／のぶみ こまだこさんとゆきだるまさん ／そらうさぎ　はる
犬闘士イヌタウロス ／なばた　としたか ライオンさん、ヘアサロンにいく！ ／ブリッタ・テッケントラップ

図解大事典 悪魔・天使・精霊　-130大集合！-

かいけつゾロリ66スターたんじょう ／原　ゆたか

ぴのちゃんとさむさむねこ ／松丘　コウ
ちいさなちいさなほしのあかり ／さかい　さちえ

食品ロスの大研究-なぜ多い?どうすれば減らせる?- 新テニスの王子様㉗ ／許斐　剛
妖怪ウォッチ⑰ ／小西　紀行

／冥界天界研究チームT＆H

じどう＊よみもの・そのた

おばけのアッチ㊷おもっちでおめでとう ／角野　栄子

ミニトマト　-やさいと花をそだててかんさつ-

／児山　啓一

蒲生 氏郷 ／加来　耕三 もしも恐竜とくらしたら ／山本　省三
ふゆとみずのまほうこおり ／片平　孝

／リサ・クライン・ランサム希望の図書館

／杉村　喜光モノのなまえ事典-アレにもコレにも!-
ブルガリアのごはん ／銀城　康子

おもしろ“紙学”紙の未来とわたしたちの生活　-リサイクル
紙はよみがえるんだ！- ／小六　信和

空手、はじめます!-スポーツのおはなし 空手- ／くすのき　しげのり常識なのに！大人も答えられない都道府県のギモン

虹いろ図書館のへびおとこ ／櫻井　とりお グレッグのダメ日記⑭ぶっこわしちゃえ ／ジェフ・キニー
食虫植物のわな　-虫を食べるふしぎな植物のおはなし-

映画スター☆トゥインクルプリキュア星のうたに想いをこめて

しょうがくせいのおばけずかん　-かくれんぼう-
小学校では学べない一生役立つ時間の使い方 明智光秀-戦のない世を目指し主君・信長を討った男-

おとのさま、にんじゃになる ／中川　ひろたか

おねえちゃんって、すっごくもやもや! ／いとう　みく
マークの図鑑　-キッズペディア-

はるかちゃんが、手をあげた ／服部　千春
英語、苦手かも…?と思ったときに読む本 ／デイビッド・セイン

ハンカチともだち ／なかがわ　ちひろ 家庭科室の日曜日-ももたろうがおおすぎる!-

博物館のプロのスゴ技で自然を調べよう　3　標本と工作 わかる！応援できる！パラスポーツ事典　-パラリンピック
 -100円グッズと身近な道具でできる!- ／小川　誠 夏の22競技- ／高橋　明

春の手作り教室～とびだす絵本をつくろう～

日時：2月22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）

定員：15名程度 ※予約受付中！ 講師：西山欣子先生

肉食と草食の動物たちを比べてみると、それぞれの食べ物を手に入れやすいような体のつくりや、生活をしているの

に気づく。こうした違いを、緻密なイラストを用いてユーモアたっぷりに説明する。

見てびっくり肉食と草食の動物学 -ゲッチョ先生の動物コレクション

盛口 満

吉 野 川 市 立 川 島 図 書 館

電話 ０８８３－２５－３１４１
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