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空腹ねずみと満腹ねずみ 上･下 ／ティムール・ヴェルメシュ

川島図書館　新刊のおしらせ

　　　　 吾峠 呼世晴
ゴトウゲ　　コヨハル

 原著／矢島
ヤジマ

 綾
アヤ

ノベライズ著

一般＊文学

あたしの拳が吼えるんだ ／山本　幸久 食っちゃ寝て書いて ／小野寺　史宜
語らいサンドイッチ ／谷　瑞恵 たかが殺人じゃないか -昭和24年の推理小説-

新・時代小説が書きたい！ ／鈴木　輝一郎

じんかん ／今村　翔吾 散り椿 上･下（大活字本） ／葉室　麟
稚児桜　-能楽ものがたり- ／澤田　瞳子 紅蓮浄土　-石山合戦記- ／天野　純希

恋とポテトと文化祭[Eバーガー②] ／神戸　遙真 故郷忘じがたく候（大活字本） ／司馬　遼太郎

不良 ／北野　武 代表取締役アイドル ／小林　泰三
鬼人幻燈抄④ 幕末編 天邪鬼の理 ／中西　モトオ 男鹿半島北緯40度の殺人（JOY NOVELS） ／梓　林太郎

村上Ｔ　-僕の愛したＴシャツたち- ／村上　春樹

一冊でわかるイタリア史 ／北原　敦

一般＊哲学・歴史・地理

恋を知らぬまま死んでゆく ／捺

鴨川食堂⑦もてなし ／柏井　壽
漣のゆくえ　-とむらい屋颯太- ／梶　よう子
ペスト ／アルベール・カミュ

鴨川食堂⑥まんぷく ／柏井　壽

女帝 小池百合子 ／石井　妙子
怠けてるのではなく、充電中です。　-昨日も今日も無気力
なあなたのための心の充電法- ／ダンシングスネイル

邪馬台国・宇佐 ／木本　司

言語道断 ／櫻井　よしこ

一般＊社会

も、一休さんも!!- ／山本　博文 るるぶポルトガル’20 リスボン ポルト オビドス コインブラ
おっさんずLOVEだらけの日本史-信長も、政宗も、ヤジキタ

るるぶ山形’21 鶴岡 酒田 米沢 蔵王
るるぶマレーシア クアラルンプール ボルネオ’20ペナン他

／矢野恒太記念会

／高　賢一

にほん的-それは、ジミでハデなこと- ／松田　行正 12歳の少女が見つけたお金のしくみ　-小学６年生がやさし
日本国勢図会2020/21-日本がわかるデータブック- く解き明かした経済学の基本- ／泉　美智子

これからのテレワーク-新しい時代の働き方の教科書-

一般＊医学・科学・動物

二〇〇〇万円なくても安心の老後　　 -養護老人ホームを 思春期の子どもとどう接するか 　　　　-大切な親子コミュニ
ご存じですか？- ／大井　忠顕 ケーション-

2色で編むどうぶつのあみぐるみ ／くわはら　けいこ 仕立て方が身に付く手作りバッグ練習帖

パンデミックと漢方-日本の伝統創薬- ／渡辺　望 マンガと図鑑でおもしろい！わかる元素の本
シニアのクルクルトントン体操　　　 　-“頑張らない運動”で
若返る！- ／有吉　与志恵 新型コロナはいかに世界を変えたか？

大人のバナナジュース健康法　-55ｒｅｃｉｐｅ-

全身きれいになりたければ、お尻だけほぐせばいい!
家庭科の基本-できますか？教えられますか？-

やせるロカ弁-おいしい低糖質のお弁当- ／落合　貴子

１時間で10品超時短つくりおき ／大西　綾美
男子ごはんの本　その⑫

一般＊工学・家政学

／国分　太一
安産マタニティ・ヨガ　-私らしく産む- ／森脇　じゅん

ワークマン女子着こなし帖 シニア・シルバー世代のお洒落な春夏服

Mizukiの今どき和食-簡単・時短!毎日のごはんがラクになる-

においがなくなる- ／本橋　ひろえ
ナチュラルおせんたく大全　　　 -石けんの力ですっきり白く

高たんぱく質レシピ151-筋トレ・ダイエットの効果UP-

２０20年9月

優しい死神は、君のための嘘をつく

望月 くらげ

鬼滅の刃①～しあわせの花～

禰豆子と年の近しい花嫁の晴れ姿を見た炭次郎は、ある

言い伝えを持つ幻の花を1人で探しに行くのだが…。その

他、善逸、伊之助ら鬼殺隊の本編では語られなかった物

語と、番外編「キメツ学園」を収録。漫画のノベライズ。

漫画既読が前提で話が進む。本編にはない部分が文章

としてじっくり読めて、登場人物をより深く知ることができる

と思う。漫画とは違って少しほっこりした。

病室で目を覚ました真尋は、目の前に現れた死神から30

日以内に自分の命が尽きることを告げられる。死ぬことは

怖くない…はずだった。しかし不器用だけど優しい死神と

日々言葉を交わすうちに、真尋は彼に惹かれていき…。

徳島県出身。カクヨム×魔法のｉらんどコンテスト特別賞。

文章もストーリーも優しい物語。優しい死神さんがついた

嘘が切ない。良くも悪くも若さが感じられる作品。



/月刊ＨｉＶｉ

/森下 典子

/野中　柊

/マシュー・サイド

/泉 美智子

/三田村 信行

あかいしろくま ／柴田　ケイコ

すみっコぐらしまちがいさがし　みぎもひだりもすみっコ編

／ゲオルグ・ハレンスレーベン
リサとガスパール　キティちゃんをパリでおむかえ

あつまれ！でんしゃ ／しみず　だいすけ
わくわくすいぞくかん ／石川　日向

／タダ　サトシ

うまれたよ！シデムシ ／安田　守
絵本版 100にちごにしぬワニ ／きくち　ゆうき

ポケットモンスターピカブイのほっこりDAYS ／ふじのき　ともこ

ヒーリングっど♥プリキュア まちがいさがしブック
／主婦と生活社

わっはは　ぼくのなつやすみ

一般＊その他

ミニマリスト　スマホの中を片付ける ／飯島　彩香

志村けん「笑いの神様」の一生　-“一芸入魂”バカでも、変
知識ゼロからの骨董・アンティーク入門 ／岩崎　紘昌

柔の道　-斉藤 仁さんのこと- ／山下　泰裕
マンガでわかるブロックチェーンのトリセツ ／森　一弥
最強のテレビ購入ガイド-かんたん、わかりやすい-

／しむけん研究会編集部でも、大丈夫だぁ！-
好日絵巻　-季節のめぐり、茶室のいろどり-

60代でもできる！かんたんスマートフォン入門

Ｚｏｏｍ120％活用術　-ビデオ会議アプリの新定番！-
／田畑　哲生／Ｚｏｏｍビジネス研究会

私の小さなアクアリウム ～手作り超ミニ水族館ボトリウム～

こどものなかよしピアノ　２０２０

じどう＊えほん

カメレオンどろぼう・ドロン ／伊藤　夏紀 まあるくなーれわになれ ／真珠　まりこ

震える叫び（Scream!絶叫コレクション） ／Ｒ．Ｌ．スタイン 3分後にゾッとする話-世界惨劇ツアー- ／野宮　麻未
お菓子な自由研究-実験みたいなお菓子作り- ／東京製菓学校 ホンこわ!世界に伝わる本当に怖い話 ／野宮　麻未

鬼滅の刃③ 風の道しるべ ／矢島　綾 ルビねこと星ものがたり[本屋さんのルビねこ③]

じぶんでよめるこんちゅうずかん ／成美堂出版編集部

区立あたまのてっぺん小学校 ／間部　香代
魔女のうらないグミ ／草野　あきこ かいけつゾロリのレッドダイヤをさがせ!! ／原　ゆたか

きみはスゴイぜ!-一生使える「自信」をつくる本-

キャベたまたんてい㉒こふん時代へタイムスリップ
大人になってこまらないマンガで身につく税金のちしき

／ＮＨＫ「子ども科学電話相談」制作班・編

／ＮＨＫ「子ども科学電話相談」制作班・編

ラグリマが聞こえる　-ギターよひびけ、ヒロシマの空に-
／ささぐち　ともこ

辞書びきえほん科学のふしぎ ／陰山　英男

魔進戦隊キラメイジャー キラッと！ひみつ大ずかん
きまり ／笹本　潤
人権と自然をまもる法ときまり　1　　 くらしと教育をまもる
楽しい！- ／Jamie Harrington
手作りスライムとこむぎねんどの本　　-どろどろこねこねで
大迫力！世界の都市伝説大百科 ／朝里　樹

ＮＨＫ子ども科学電話相談昆虫スペシャル！

ＮＨＫ子ども科学電話相談恐竜スペシャル！

鬼滅の刃② 片羽の蝶 ／矢島　綾 南極のさかな大図鑑-たくさんのふしぎ版- ／岩見　哲夫

魔進戦隊キラメイジャー＆10大スーパー戦隊バトル図鑑 全ウルトラヒーロー＆ウルトラマンＺひみつ大図鑑
このかおだ～れだ？　-トーマスのあなあきえほん-

じどう＊よみもの・そのた

魔進戦隊キラメイジャーキラメク決定版ワンダーパーフェクト大百科!!

～「音読の会」からのお知らせ～
場所が変更になっています。川島図書館の隣の公民館で

毎月第２水曜日午前10時～12時に行っています。

どなたでも、お気軽にご参加ください。

お待ちしています。

怒っている人が怖い、教室に居づらい…。繊細な気持ちに悩む若い人のために、繊細な性格の特徴と、それがどう

長所になるかを解説。生きづらさや傷つきやすさを最小限に抑え、生きる力として活かす方法をアドバイスする。具

体的な解決法が書かれていて、とても参考になりそう。繊細さは短所でもあるが長所でもある。「繊細でよかった！」

読後にそう思えてくる1冊です。

繊細すぎてしんどいあなたへ -HSP相談室-

串崎 真志

吉 野 川 市 立 川 島 図 書 館
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