
／長田　絢

／山口　繭子

／小山　千尋

三十路女は分が悪い

スーパーで買える「肉」を最高においしく食べる１００の方法

世界一かんたんに人を幸せにする食べ物、それはトースト

ＣＨＯＣＯＬＡＴＥ　ＤＥＳＳＥＲＴチョコレートで作る極上デザート

私の心と体が喜ぶ甘やかしごはん ／１人前食堂Ｍａｉ

ジーンズで小物

のページをつくっています。 ／森川　暁子

文系のためのめっちゃやさしい三角関数 ／山本　昌宏

新婚ふたりごはん ／さくぱん

一般＊工学・家政学

新型コロナからいのちを守れ！ ／西浦　博 元素大図鑑 ／桜井　弘

一般＊医学・科学・動物

視力を失わないために今すぐできること ／深作　秀春

女ひとり温泉をサイコーにする５３の方法 ／永井　千晴
市町村名のつくり方 ／今尾　恵介

るるぶ南紀白浜伊勢志摩’２１

テレビが伝えない国際ニュースの真相 ／茂木　誠
読売新聞「シングルスタイル」編集長は、独身・ひとり暮らし

不本意ながらいきなり「手錠」 ／渡辺　強 親も自分もすり減らない！？シングル介護術 ／さらだ　たまこ

ほほえみを忘れずに。ルンルンでいきましょう ／美輪　明宏

防火・消火・耐火が一番わかる ／榎本　満帆

落語でわかる「民法」入門 ／森　章太

近世村の生活史

知っておきたいお正月の手引書 ／東條　英利
冷戦大恐慌どうなる世界経済 ／渡邉　哲也

／壇　蜜

一般＊社会

るるぶ岡山倉敷蒜山‘２２ るるぶ広島宮島‘２２
るるぶ青森’２１

お探し物は図書室まで ／青山　美智子

八月の銀の雪 ／伊与原　新
犬がいた季節 ／伊吹　有喜 向島・箱屋の新吉〔１〕〔２〕 ／小杉　健治

遺言未満、 ／椎名　誠泉小放送委員会物語 ／大石　琉瑳

天を測る ／今野　敏 ふつうでない時をふつうに生きる ／岸本　葉子
野良犬の値段 ／百田　尚樹

骨董屋・眼球堂２ ／小林　栗奈
境界線 ／中山　七里 この本を盗む者は ／深緑　野分

逆ソクラテス ／伊坂　幸太郎

一般＊文学

川島図書館　新刊のおしらせ

名句鑑賞アルバム保存版 ／片山　由美子

男の業の物語 ／石原　慎太郎

遺訓 ／佐藤　賢一

鯖猫長屋ふしぎ草紙９ ／田牧　大和

わたしは愛される実験をはじめた。 ／浅田　悠介

あずかりやさん〔４〕 ／大山　淳子
旅する練習 ／乗代　雄介 ＮＨＫラジオ深夜便文豪通信 ／中川　越

連鎖感染 ／北里　紗月 ママは躁うつ病２ ／文月　ふう

一般＊哲学・歴史・地理

／小酒井　大悟

／上田　淳子

宇宙探査の基本がわかる本

最高にしっくり似合う服選び ／久野　梨沙 大人男子の「超」清潔感ハック ／宮永　えいと
無印良品でつくるワークスペース ／主婦の友社

図説化石の文化史 ／ケン・マクナマラ

男の子にも女の子にも似合う服 ／高島　まりえ

実は簡単！ハレの日ごはん

ソロキャンごはん ／ｎａｔｓｕｃａｍｐ

／池田　譲タコは海のスーパーインテリジェンス

選び放題！鍋レシピ２５０ ／主婦の友社

イラストでわかるお江戸ファッション図鑑 ／撫子　凛

２０21年4月

ユイとアキラ

佐々木 静子

ヨンケイ!!

天沢 夏月

慢性的な人数不足に悩む離島・大島の渚台高校陸上

部に奇跡的に4人の男子スプリンターが揃った。インター

ハイを目前に控え…。チームワーク最悪の男子高校生

たちが4×100mリレーに挑む青春小説。

札幌に暮らす平凡な一家庭の兄妹、雄と結は、結の

覚醒を機に、地球の意志に狙われることとなった。結を

守るため、雄は友人たちと共に様々な困難に相対する。

彼らはかつての日常と平和を取り戻すことができるのか。



／高橋　茂

なんで洞窟に壁画を描いたの? ／五十嵐 ジャンヌ
日本の固有種１～３ ／今泉 忠明
服育ナビ!１　スタート編 ／有吉 直美

勝てる!強くなる!強豪校の部活練習メニュー ソフトテニス  マンガでわかる世の中の「ウソ」から身を守る ／下村 健一
／高瀬　俊也

勝てる!強くなる!強豪校の部活練習メニュー サッカー  ／松下　義生

はじめての旬やさいレシピ　春  ／新谷 友里江

はじめての旬やさいレシピ　秋 ／新谷 友里江
うねゆたかの田んぼの絵本１～3 ／宇根　豊

／寺西 恵里子
いつもとちがうことがおきたら  ／オナー・ヘッド

もしものための防犯ゼミナール  あたらしいマナー・エチケット事典　1～２ 　
「ちがい」ってなんだ? ／井筒 節 鳥になった恐竜の図鑑 ／真鍋 真

勝てる!強くなる!強豪校の部活練習メニュー 野球 ／寺崎　裕紀

はじめての旬やさいレシピ　冬 ／新谷 友里江

はじめての旬やさいレシピ　夏 ／新谷 友里江

勝てる!強くなる!強豪校の部活練習メニュー バスケットボール  

ジュニア空想科学読本１５ ／柳田 理科雄

青鬼ーあやしい館からのだっしゅつ― ／黒田 研二
孔子先生が教えるこども論語 ／ペズル

じどう＊よみもの・そのた

真実を発見！科学捜査 ／石澤　不二雄 ねこ学校のいたずらペーター ／アンネリース・ウムラウフ＝ラマチュ

アンデルセン童話 ／アンデルセン

新型コロナがやってきた  ／ポール・ド・リヴロン まど・みちお全詩集〔正〕  ／まど　みちお

学校、行かなきゃいけないの?

不安でおちつかないとき  ／オナー・ヘッド
気をつけよう!自転車トラブル　1 ／日本交通安全教育普及協会

／雨宮 処凛
手作りって楽しい!はじめての手芸 フェルトでつくる  

三毛猫ホームズの幽霊退治 ／赤川　次郎
ぼくに色をくれた真っ黒な絵描き ／北川 佳奈ミクロのサイエンス ／藤子・F・不二雄

算数・数学で何ができるの?  ／DK社

だんごどっこいしょ ／長野　ヒデ子

アイツだけ、ずるい!  鈴木　友唯
かいじゅうごっこ  ／ルーシー・カズンズ

そしておめでとう  えがしら　みちこちこくのりゆう ／北村　裕花
ねずみのリンのフィギュアスケート  ／松本　春野

このまちのどこかに  ／シドニー・スミス
つるの家 ／いもと　ようこ いないいないばあ ／瀬川　康男

かくれみの ／村上 豊

じどう＊えほん

ようかいむらのどきどきひなまつり ／たかい　よしかず
ふしぎなニャーチカ  ／佐藤　文音
おばけのジョージーこいぬをつれだす ／ロバート・ブライト

ブタとともに  ／山地　としてる

ジョン・レノン＆オノ・ヨーコ　プレイボーイ・インタヴュー１９８０完全版

／ジョン・レノン／杉山　祐子
心を伝える、すぐに役立つ手紙・はがき・一筆箋の書き方マナー大全

／保科　雅則
ウクレレ・ソロ・ソングブック

錦鯉の美 ／尾沢　達雄 希望の一滴 ／中村　哲

レベティコ ／ダヴィット・プリュドム

ゆうきまさみのまだまだはてしない物語 ／ゆうき　まさみ ４２．１９５ｋｍ必勝マニュアル

ビビる大木、渋沢栄一を語る ／ビビる大木
野球の超正論 ／江本　孟紀 ／岡村　明良

噺家の女房が語る落語案内帖 ／櫻庭　由紀子
ちいさな布箱 ／ＫＡＯＲＩ：

一般＊その他

雑学の森 ／雑学の森探険隊

アルパインクライミング

4月28～30日まで、お休みとさせて頂きます。

図書館ご利用の方にはご迷惑おかけしますが、

ご理解の程よろしくお願いいたします。

おにくが大好きな、くいしんぼうのしろくまは、「おにくりょうりのなかにはいってみたら、どんなかんじかな?」

と想像してみることにしました。ステーキ、ローストビーフ…。どうなるかな?

「しろくま」シリーズ第7弾。

にくにくしろくま

柴田 ケイコ 作・絵

吉 野 川 市 立 川 島 図 書 館

電話 ０８８３－２５－３１４１
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