川島図書館 新刊のおしらせ
２０20年8月
きたきた捕物帖
宮部 みゆき
江戸は深川、親分の跡を継いで岡っ引きたらんとする北
一が、相棒・喜多次やおかみさんの力を借りて成長し、事
件を解決していく謎解き×怪異×人情の捕物帖シリーズ、
第1弾。月刊文庫『文蔵』連載を加筆・修正し単行本化。
北さんもだが、周りの登場人物達も魅力的で面白い。だ
がなかなか喜多次が登場せず、きたきたコンビにならない
のにやきもきした。シリーズ第2弾がとても楽しみな作品。

ワイルドサイドをほっつき歩け-ハマータウンのおっさんたちブレイディみかこ
恋と離婚、失業と抵抗。絶望している暇はない-。英国ブ
ライトン在住の著者が、EU離脱、競争激化社会などの大
問題に立ち上がる中高年について綴る。PR誌『ちくま』掲
載に、現代英国の世代、階級、酒事情の解説を加える。
「ぼくはイエローで…」の著者が今度はおっさんについて
語る!これが息子に負けず劣らず面白い人達!コロナ後の
ブレグジット（EU離脱問題）の感想も次回作で聞きたい!

一般＊文学
／西尾 維新
不可視都市
／高島 雄哉
大一揆
／平谷 美樹
さんぎゃ橋を越えて
／若林 九里
ネコばあさんの家に魔女が来た
／赤坂 パトリシア
木になった亜沙
／今村 夏子
パライゾ
／阿川 せんり
食いしん坊発明家
／小泉 武夫
ハイパーハードボイルドグルメリポート
／上出 遼平
レンタルなんもしない人の“もっと”なんもしなかった話
／レンタルなんもしない人

掟上今日子の設計図[忘却探偵シリーズ⑫]

廉太郎ノオト
／谷津 矢車
だって買っちゃった -マンガ家の尽きない物欲- /吉田 戦車
産んじゃダメだと思ってた、産んでみたら幸せだった。 /たんたん
コンビニたそがれ堂⑨花時計
／村山 早紀
記憶は罪ではない
／大城 貞俊
東京オリンピックの幻想（十津川警部シリーズ）
／西村 京太郎
よこどり -小説メガバンク人事抗争／小野 一起
合唱 -岬 洋介の帰還／中山 七里
蝶の唆（おし）え -現代のファーブルが語る自伝エッセイ-

/奥本 大三郎

子供がずっと欲しかった -事実婚妻が体験した妊娠・出産
のこと、全部。／はあちゅう

一般＊哲学・歴史・地理
「繊細さん」の本 -「気がつきすぎて疲れる」が驚くほどなくなる- /武田 友紀
辰野 勇（のこす言葉）-モンベルの原点、山の美学- ／辰野 勇
謎解き日本列島-全国各地の地理・歴史文化のナゾに迫る!- /宇田川 勝司
月10万円でより豊かに暮らすミニマリスト生活

尾道ねこ町さんぽ道

／ミニマリストTakeru
／柏木 きなこ

世界の神様解剖図鑑 -神話の世界がマルわかり旅のオチが見つからない-おひとりさまのズタボロ世界一周!-

/平藤 喜久子

／低橋

るるぶ飛彈高山’21 白川郷
るるぶ滋賀びわ湖’21 長浜 彦根
るるぶ伊勢志摩’21

一般＊社会
気くばりのすすめ -最終版とっさに使える敬語手帳
おとめ六法

／鈴木 健二
／山田 敏世
／上谷 さくら

「転職回数が多い」「非正規だった」…それでも書類選考で落と
されない履歴書・職務経歴書の書き方
／中園 久美子

江戸の怪異と魔界を探る
／飯倉 義之
捜査一課式防犯ＢＯＯＫ
-あなたとあなたの大切な人を
守る／佐々木 成三
国会議員三ツ星データブック 199.200国会版 2019年8月
／NPO法人 万年野党
～12月 -質問王ランキング-

一般＊医学・科学・動物
世界史を変えたパンデミック
／小長谷 正明
よくわかる依存症（こころのクスリBOOKS） -ゲーム、ネット、
ギャンブル、薬物、アルコール／榎本 稔

スキマ体操大全 -肩こり、腰痛、楽になる～- /金森 晃平
パンデミック客船「ダイヤモンド・プリンセス号」からの生還
／小柳 剛

一般＊工学・家政学
銭湯空間

／今井 健太郎

日本一わかりやすいお金の教科書-知識ゼロの私でも!- /深田 晶恵

ｶﾝﾀﾝかわいい園児のおべんとう-実物大&まねするだけ!- /主婦の友社
arikoのパン-朝ごはんからおつまみまで。自由に、おいしく- ／ａｒｉｋｏ

家庭用オーブンで誰でも作れる日本一やさしい本格パン
作りの教科書
／松尾 美香
伝説の家政婦志麻さんがうちに来た！-ワーママでも簡単!
子どもが喜ぶおうちレシピ61／タサン志麻
レースとかぎ針で編む花と緑のボタニカル雑貨

パウンド型で作るテリーヌ-もてなし、持ちよりに‐ /若山 曜子
サイフの穴をふさぐには？ -学校も会社も教えてくれない税
とお金と社会の真実／オロゴン
はじめてでも超簡単！1時間パン -1つの生地から21種類
のパンができる／Ｂａｃｋｅ晶子

一般＊その他
はじめての今さら聞けないインスタグラム
/吉岡 豊
憧れのインスタグラマー２０名に学ぶ美しい写真術
／ｆｕｋａ＿09，ｈａｎａｙｕｒｉ34，ｓｈａｂｏｎ，ｉｒｏ＿ｄｏｒｉ＿他
もっとええのん追求（つく）りたい！ -ギュイーン流ＹｏｕＴｕｂｅ
の遊び方／ギュイーントクガワ
星野 之宣 （KAWADEムック） -総特集-

日本ローカル鉄道大全
／櫻田 純
麒麟がくる 後編
／池端 俊策
漢字が秒で覚えられる！ -書けたらカッコイイ- /篠宮 暁
進化する里山資本主義
／藻谷 浩介
あつまれどうぶつの森完全攻略本+超カタログ
／ニンテンドードリーム編集部

ビンキーはねをひろげて
シャーミラ・コリンズ ぶん／カロリーナ・ラベイ え
きれいなちょうちょうになるのを楽しみにしていたビンキー。でも、ビンキーのはねはあなぼこだらけで…。理想と違う
未来がやってきたとき、ビンキーたちはどう立ち向かうでしょう? 勇気と友情と希望を描いた絵本。
希望を胸に、未来に向かって自由に飛び立とう！

じどう＊えほん
どこからきたの？おべんとう
／鈴木 まもる
シェルパのポルパ エベレストにのぼる
／梨木 羊
／ジュリア・ブラットマン
プラスチックのうみ
こいぬのルナ、コロナウイルスにたちむかう -こどもたちの
理解とケアのために／アダム・リオング
かばがおおきなくちをあけるわけ（紙芝居）
-アフリカの昔話より／夏目 尚吾

おにぎりさんきょうだい
／つぼい じゅり
コロナとたたかうぼく
／塚本 やすし
そのときうんちはどこにいる？
／きたがわ めぐみ
妖怪のど自慢
／広瀬 克也
さわってあそぶコロちゃんののうじょう
／エリック・ヒル
魔進戦隊キラメイジャーひみつ百科
-キラメイジャーのキラメくひみつを全解!!-

じどう＊よみもの・そのた
意味が分かると慄く話
／藤白 圭
意味が分かると震える話
／藤白 圭
意味が分かると怖い話
／藤白 圭
保健室経由、かねやま本館。
／松素 めぐり
おしえておじぞうさま -つよくやさしい心を育てる- /桂 紹寿
ダンジョン飯①～⑨
／九井 諒子
金田一少年の事件簿Ｒ⑪～⑭
／さとう ふみや
／クイズ法人カプリティオ
うんこなぞなぞ 1ねんせい
／クイズ法人カプリティオ
うんこなぞなぞ 2年生
／クイズ法人カプリティオ
うんこなぞなぞ 4〜6さい
キモイけど実はイイヤツなんです。 -怖いのに何だかかわ
いく思えてきちゃう生きもの図鑑／ろう
やさいとくだもの -苦手な野菜が好きになるずかん／石賀 安枝
キャプテン翼のサッカー教室 -ボールはともだち！世界を
目指せ！／高橋 陽一

関ケ原の戦いへタイムワープ
マンガでおぼえる俳句・短歌
戦争にいったうま
虫のしわざ図鑑
もっと知りたい!世界の国ぐにビジュアル事典

／三好 直人
／齋藤 孝
／いしい ゆみ
／新開 孝
改訂版

/藤井 勝彦

ＳＰＹ×ＦＡＭＩＬＹ①～④
／遠藤 達哉
実例でわかる!自由研究の選び方&まとめ方 1・2・3年生
理科・社会・国語のテーマ別にくわしく解説!! ／子ども学力向上研究会

実例でわかる!自由研究の選び方&まとめ方 4・5・6年生
理科・社会・国語のテーマ別にくわしく解説!! ／子ども学力向上研究会

こんちゅうクンのいちばん虫ずかん -昆虫界のナンバー１
を探せ！／こんちゅうクン
6年1組黒魔女さんが通る!!⑩ 恋に落ちた黒魔女さん？
／石崎 洋司
6年1組黒魔女さんが通る!!⑪ 黒魔女さんと黒魔術の王
／石崎 洋司

図書館スタッフによるおはなし会
日時：8月22日（土） 午前11：00～11：30
場所：川島図書館2階
対象：園児・幼児・小学生（どなたでも）
※予定は変更、または延期になる場合があります。

吉野川市立川島図書館
電話 ０８８３－２５－３１４１
ＦＡＸ ０８８３－２５－５３８２

