川島図書館 新刊のおしらせ
２０20年10月
大江戸火龍改(オオエド カリュウ アラタメ)
夢枕 獏

やまゆり園事件
神奈川新聞取材班

桜の下で茶会を催していた大店のお内儀の身体が突然
持ち上がり、桜の花に隠れた。見上げる者たちに点々と血
が降りかかり…。「万怪事相談」をなりわいとする麗しき男
の事件簿。全4編を収録。『小説現代』ほか掲載を書籍化。
火附盗賊改の裏組織、火龍改の、人外のものを鎮める話。
陰陽師の江戸版!?著者69歳にしての新作だが、この設定
で色々と構想があるらしいので、続編が楽しみだ。

2016年7月に「やまゆり園事件」を起こしたのは元職員の
植松聖だった。2020年3月に死刑判決が確定した植松
との37回の接見や4年にわたる取材から、犯罪史に残る
凶悪犯の実像と、彼を生んだ社会の闇に迫る。
何故このような戦後最悪の事件が起こったのか、丁寧に
取材されている。また裁判の在り方や、障がい者への差
別・偏見についても考えさせられる。

一般＊文学
夜の向こうの蛹たち
／近藤 史恵
あしたの華姫
／畠中 恵
少年と犬
／馳 星周
全部ゆるせたらいいのに
／一木 けい
三体Ⅱ 黒暗森林上・下
／劉 慈欣
魔界京都放浪記（KAPPA NOVELS）
／西村 京太郎
死という最後の未来
／石原 慎太郎
後宮染華伝
／はるおか りの
破局
／遠野 遥
いちねんかん[しゃばけシリーズ⑲]
／畠中 恵
『さいごの本やさん』の長い長い終わり-むすぶと本。- /野村 美月

ヒポクラテスの試練
／中山 七里
雲を紡ぐ
／伊吹 有喜
赤い砂を蹴る
／石原 燃
ボニン浄土
／宇佐美 まこと
/月森 みるく
この星を見上げたら、僕はキミの幸せを願う。
夢は捨てたと言わないで
／安藤 祐介
美女ステイホーム
／林 真理子
勘定吟味役異聞一～三
／上田 秀人
ご隠居は福の神①～③
／井川 香四郎
チンギス紀 八 杳冥（ようめい）
／北方 謙三
ビブリア古書堂の事件手帖Ⅱ-扉子と空白の時- /三上 延

一般＊哲学・歴史・地理
水曜の夜はディズニー映画のおまじないを

／ウイザード・ノリリー

恋愛白書
／てんちむ
平安貴族 嫉妬と寵愛の作法
／繁田 信一
婚活スタートＢＯＯＫ
-みんなの婚活体験でわかった
成功法則／ＤＯＫＵＪＯ編集部

戦国信長・光秀・秀吉の戦い

／二木 謙一

心の中の悪魔ちゃんとうまくつきあう方法 -こじれたインナーチャイ
ルドを正しく愛して最速で幸せになる!／長南 華香

新選組 増補新版 永久保存版（KAWADEムック）
まっぷるおいしい道の駅ドライブ -中国・四国-

一般＊社会
わが敵「習近平」
／楊 逸
田中角栄を総理にした男-軍師・川島正次郎の野望- /栗原 直樹
赤ちゃんポストの真実
／森本 修代
楽々かあさんの伝わる！声かけ変換 -発達障害＆グレー
ゾーン子育てから生まれた／大場 美鈴

まんがでわかる妻のこと
／根本 裕幸
みんな大好き陰謀論 -ダマされやすい人のためのリテラ
シー向上入門／内藤 陽介
男の子に「厳しいしつけ」は必要ありません！ -どならない、
たたかない!で才能はぐんぐん伸びる／高祖 常子

一般＊医学・科学・動物
世界一やさしい！微生物図鑑
／鈴木 智順
コロナが変えた世界 -ＣＯＶＩＤ－１９ポーズのきほん -ヨガがますます楽しくなる！-

なぜ台湾は新型コロナウイルスを防げたのか
/野嶋 剛
新型コロナウイルス対策完全ガイド-‘最新’&‘最強’の対策術最強の食事術 お得技ベストセレクション 2020

一般＊工学・家政学
ちょっとフレンチなおうち仕事
／タサン志麻
主婦の給料、５億円ほしー!!!
／鳥谷 丁子
/有元 葉子
この２皿さえあれば。-私が食べたい季節の味はじめてでもカンタン!手づくり布マスク ／手づくり布マスク編集室
３６６日の離乳食 -材料形状食べさせる量がいちばんよく
わかる！／上田 玲子
すみっコぐらしの刺しゅう図案集 -ちくちくかわいい-

簡単!電子レンジの法則-次から、レシピを見ないで作れる!- /村上 祥子

きものが着たい

／群 ようこ

図解でわかる!エアコン1台で心地よい家をつくる方法

古写真で見る幕末の城

/岡田 八十彦

／三浦 正幸

COCOCORO大西哲也のドヤ飯 -誰がつくってもプロの味!!!- /大西 哲也
家族の朝ごはん-和と洋の朝食レシピ100／杵島 直美

見た目を、整える -主役は自分-

一般＊その他
じじ猫くらし
／ふじひと
ヒロシのソロキャンプ -自分で見つけるキャンプの流儀／ヒロシ
園芸道具の選び方・使い方「コツ」の科学
-切る・掘る・
まく／園芸文化協会
日本の消防車 ２０２１
Ｔｈｅ Ｓｕｐｅｒ Ｃａｒ -ＦＩＬＥ．ＮＥＸＴ

日本展望タワー大全

／かねだ ひろ

チコちゃんに叱られる①② ／NHK「チコちゃんに叱られる」制作班 編

チコちゃんに叱られる③ -素朴なギモン12か月／NHK「チコちゃんに叱られる」制作班 編

大人気ＹｏｕＴｕｂｅｒ方式 Ｅｘｃｅｌ＆Ｗｏｒｄの必須スキルが
見るだけで身につく本
／金子 晃之
自動車趣味人 Club Schmitt ＩＳＳＵＥ18（2020Summer)

完司さんの戦争
越智 典子，文／コルシカ絵，漫画
新潟から満州へ向かった完司さん。しかし、楽しかった満州での暮らしは一通の通知によって終わりをつげました。兵
隊として南の島、グアムへ行くことになったのです-。ジャングルでひとり、400日生き抜いた青年のお話。
横井庄一さんとは別のグアム生き残り兵のお話。戦争にいった人それぞれに、色んな物語があるのだと思った。

じどう＊えほん
ちいさなかわいいおべんとうばこ
／宮野 聡子
ぶーらんぶーらん -うさぎのギーギとあそぼう- /ミヤタ タカシ
つめかみおばけ
／よしむら あきこ
くまのこ３きょうだい-ふねのきょうそう／中川 貴雄
くろいの
／田中 清代
かぶしきがいしゃ くも
／松屋 真由子
ねぐせのしくみ
／ヨシタケ シンスケ
スマホをひろったにわとりは
／ニック・ブランド
ムーミンやしきのすがたの見えないおきゃくさま
／トーベ・ヤンソン文，フィリッパ・ヴィードルンド絵

こうまのマハバット
ちいさなちいさなうみのおさんぽ
アンパンマンとうみのあくま
夏の大三角形のひみつ
おもいではきえないよ
ポケモンをさがせ！①②
ポケモンをさがせ！サン＆ムーン
おめでとうかいぎ
こんにちは！わたしのえ
ゆめレスキュー

／市川 里美
／さかい さちえ
／やなせ たかし
／しらいし えり
／アリソン・コルポイズ

／相原 和典
／吉野 恵美子
／浜田 桂子
／はた こうしろう
／ＮＯＢＵ

じどう＊よみもの・そのた
妖怪の子預かります①～④
／廣嶋 玲子
ロスト・ワールド -恐竜の世界／コナン・ドイル
まほろばトリップ-時のむこう、飛鳥／倉本 由布
じりじりの移動図書館（ブックカー）
／廣嶋 玲子
サンドイッチクラブ
／長江 優子
ガリガリ君ができるまで
／岩貞 るみこ
柴田勝家
／加来 耕三
あおいの世界
／花里 真希
どうして しんがたコロナになるの？
／松永 展明
／オーウェン・コルファー
きみの声がききたくて
やばいことわざ-小学生～中学生向き／齋藤 孝
東大松丸式ナゾトキスクール
／松丸 亮吾
友だちと仲よくなるＢＯＯＫ -一生の心友をつくる！／渋谷 昌三
科学実験（学研の図鑑ＬＩＶＥ ＰＯＣＫＥＴ⑯）

おはなしボランティア「つゆくさ」の紙芝居
日時：10月24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）
講師：矢部 千鶴子先生

鬼滅の刃①(集英社みらい文庫) 炭治郎と禰豆子、運命の
はじまり編
／松田 朱夏
鬼滅の刃②(集英社みらい文庫) きょうだいの絆と鬼殺隊編
／松田 朱夏
ひろった・あつめたぼくのマツボックリ図鑑
/盛口 満
話せばわかる！イヌごころ
／今野 晃嗣
／CAMP NYAN TOKYO
話せばわかる!?ネコごころ
漫画異世界居酒屋「のぶ」 ／原作 蟬川 夏哉，漫画 くるり
漫画薬屋のひとりごと①～⑧

／原作 日向 夏，漫画 倉田 三ﾉ路

ブルーピリオド①～⑦
／山口 つばさ
インカ帝国 天空の都（マジック・ツリーハウス48）
／メアリー・ポープ・オズボーン
東京理科大生による小学生のおもしろ理科実験 -動画の
実演+研究メモでかんたん！／東京理科大学川村研究室
はこぶ仕事のひみつ図鑑

お菓子も
あるよ！
吉野川市立川島図書館
電話 ０８８３－２５－３１４１
ＦＡＸ ０８８３－２５－５３８２

