
9月新刊一覧　市立竹原書院図書館 ＊市立竹原書院図書館は、指定管理者(株)図書館流通センターが運営しています。

分類 タイトル 著者 請求記号

参考資料 日本の防衛　令和４年版 防衛省／編集 R 392 ﾎｳ

交通安全白書　令和４年版 内閣府／編集 R 681 ｺｳ 22

総記 ホワイトハッカーの教科書 ＩＰＵＳＩＲＯＮ／著 007 ｲﾌ

韓国出版産業の現状と変化 韓国出版学会・出版政策研究会／編著 023 ｶﾝ

あしたから出版社 島田　潤一郎／著 023 ｼﾏ

逆風に向かう社員になれ 宮原　博昭／著 023 ﾐﾔ

本屋という仕事 三砂　慶明／編 024 ﾎﾝ

５４字の物語Ｑ 氏田　雄介／編著 031 ｳｼ

復活事典 造事務所／編著 049 ﾌﾂ

ベリングキャット エリオット・ヒギンズ／著 070 ﾋｷ

地方メディアの逆襲 松本　創／著 070 ﾏﾂ

哲学宗教 スマートな悪 戸谷　洋志／著 118 ﾄﾔ

マンガで読む儒学者・安積艮斎 安藤　智重／著 121 ｱﾝ

時間はなぜあるのか？ 平田　聡／著 141.2 ﾋﾗ

わたしからはじまる 入江　杏／著 141.6 ｲﾘ

共感の正体 山竹　伸二／著 141.6 ﾔﾏ

ＳＮＳカウンセリング・トレーニングブック 杉原　保史／編著 146.8 ｴｽ

コーチング心理学概論 西垣　悦代／編著 146.8 ｺﾁ

誰もが幸せに成長できる心理的安全性の高め方 松村　亜里／著 146.8 ﾏﾂ

子どものトラウマ・セラピー ピーター・ラヴィーン／著 146.8 ﾘﾊ

考えるあなたのための倫理入門 メアリー・ウォーノック／著 150 ｳｵ

狂気な倫理 小西　真理子／編著 150.4 ｷﾖ

決めれば、叶う。 浅見　帆帆子／共著 159 ｱｻ

人生はあなただけのものじゃない トム・ラス／著 159 ﾗｽ

９２歳総務課長の教え 玉置　泰子／著 159.4 ﾀﾏ

女性の覚悟 坂東　眞理子／著 159.6 ﾊﾝ

ボン教 熊谷　誠慈／編著 169 ｸﾏ

井上円了 竹村　牧男／著 181 ﾀｹ

仏教の大東亜戦争 鵜飼　秀徳／著 182 ｳｶ

てきとう和尚が説くこの世の歩き方 浦上　哲也／著 188 ｳﾗ

あなたの心に青空を 瀬戸内　寂聴／著 188 ｾﾄ

歴史地理 世界でいちばん素敵な古代文明の教室 実松　克義／監修 209 ｾｶ

新しい高校教科書に学ぶ大人の教養歴史総合 結城　将行／著 209 ﾕｳ

日本史の新事実７０ 浮世　博史／著 210.0 ｳｷ

くそじじいとくそばばあの日本史 大塚　ひかり／著 210.0 ｵｵ

ホントは怖い日本のお城 志村　有弘／監修 210.0 ﾎﾝ

平将門と藤原純友 下向井　龍彦／著 210.3 ｼﾓ

一冊でわかる室町時代 大石　学／監修 210.4 ｲﾂ

源家滅亡 菊池　紳一／著 210.4 ｷｸ

レンズが撮らえた幕末日本の事件史 日本カメラ博物館／監修 210.5 ﾚﾝ

ぼくらの戦争なんだぜ 高橋　源一郎／著 210.7 ﾀｶ

１９７０年代文化論 日高　勝之／編著 210.7 ﾋﾀ

ソ連兵へ差し出された娘たち 平井　美帆／著 210.7 ﾋﾗ

地形と地理でわかる京都の謎 青木　康／著 216.2 ｱｵ

中学生から知りたいウクライナのこと 小山　哲／著 238 ｺﾔ

トンチキ鎌倉武士 長谷川　ヨシテル／著 281.0 ﾊｾ
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沖縄のことを聞かせてください 宮沢　和史／著 281.9 ﾐﾔ

まず、自分を整える 浅見　帆帆子／〔著〕 289.1 ｱｻ

おもちゃ 常井　健一／著 289.1 ｶﾜ

誰も書かなかった玉城デニーの青春 藤井　誠二／著 289.1 ﾀﾏ

ボストン美術館富田幸次郎の５０年 橘　しづゑ／著 289.1 ﾄﾐ

仏教者柳宗悦 岡本　勝人／著 289.1 ﾔﾅ

新しい高校教科書に学ぶ大人の教養地理総合 宮路　秀作／監修 290 ｱﾀ

一度は泊まりたい超ユニークＨＯＴＥＬ 291.0 ｲﾁ

中央分水嶺を旅する 栗田　貞多男／著 291.0 ｸﾘ

山陰　’２３ 291.7 ｻﾝ 23

広島・宮島　’２３ 291.7 ﾋﾛ 23

兵どもの夢の跡 枡田　勲／著 291.7 ﾏｽ

台湾のトリセツ 片倉　佳史／執筆・撮影 292.2 ｶﾀ

社会科学 知らないと恥をかく中国の大問題 池上　彰／著 302.2 ｲｹ

ロシアを知る。 池上　彰／著 302.3 ｲｹ

バカの災厄 池田　清彦／著 304 ｲｹ

“安倍後”を襲う日本という病 門田　隆将／著 304 ｶﾄ

そもそも民主主義ってなんですか？ 宇野　重規／著 311.7 ｳﾉ

安倍さんはなぜリベラルに憎まれたのか 八幡　和郎／著 312.1 ﾔﾜ

金正恩体制形成と国際危機管理 大澤　文護／著 312.2 ｵｵ

ゼレンスキーの素顔 セルヒー・ルデンコ／著 312.3 ﾙﾃ

６０分でわかる！改正個人情報保護法超入門 田中　浩之／編著 316.1 ﾛｸ

日米同盟・最後のリスク 布施　祐仁／著 319.1 ﾌｾ

税金下げろ、規制をなくせ 渡瀬　裕哉／著 332.1 ﾜﾀ

女性のための稼ぐ教科書 前田　伊織／著 335 ﾏｴ

職場の困った人対応マニュアル 援川　聡／著 336.4 ｴﾝ

「世間教」と日本人の深層意識 佐藤　直樹／著 361.4 ｻﾄ

あなたを狙う消費者トラブル４０例 佐伯　理華／著 365 ｱﾅ

知らないと損する労働法の超基本 石井　孝治／著 366.1 ｲｼ

発達障害フリーランス 銀河／著 366.2 ｷﾝ

五色のメビウス 信濃毎日新聞社／編 366.8 ｲﾂ

よけいなひと言をわかりあえるセリフに変える親子のための言いかえ図鑑 大野　萌子／著 367.3 ｵｵ

どうなってるんだろう？子どもの法律 山下　敏雅／編著 367.6 ﾄｳ

息子、娘が中高年ひきこもりでもどうにかなるって本当ですか？ 畠中　雅子／著 367.7 ﾊﾀ

９０歳になっても、楽しく生きる 樋口　恵子／著 367.7 ﾋｸ

ＨＡＶＥ　ＰＲＩＤＥ ステラ・Ａ．コールドウェル／著 367.9 ｺﾙ

孤独は社会問題 多賀　幹子／著 369.0 ﾀｶ

医者が教える非まじめ介護のすすめ 大塚　宣夫／著 369.2 ｵｵ

カーザ・ヴェルディ 藤田　彩歌／著 369.2 ﾌｼ

算数文章題が解けない子どもたち 今井　むつみ／著 375.1 ｻﾝ

未来が変わる勉強法 安田　祐輔／著 376.8 ﾔｽ

「天才ノート」を始めよう！ 岩田　かおり／著 379.9 ｲﾜ

子どもの才能を伸ばす５歳までの魔法の「おしごと」 丘山　亜未／著 379.9 ｵｶ

思春期のトリセツ 黒川　伊保子／著 379.9 ｸﾛ

一生使える国語力 山口　謠司／著 379.9 ﾔﾏ

江戸時代の子ども事情―幼き者へのまなざし― みよし風土記の丘ミュージアム 384.5 ﾐﾖ
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日本の暮らしと信仰３６５日 渋谷　申博／著 386.1 ｼﾌ

北朝鮮拉致問題 有田　芳生／著 391 ｱﾘ

安倍首相は拉致問題を解決できない 和田　春樹／著 391 ﾜﾀ

防衛ハンドブック　２０２２ 朝雲新聞社編集局／編著 392 ﾎｳ

自然科学 科学のトリセツ 元村　有希子／著 404 ﾓﾄ

空想科学読本　３ 柳田　理科雄／著 404 ﾔﾅ 3

世界を変えた実験と研究 齋藤　勝裕／著 407 ｻｲ

つれづれなる数学日記 鯵坂　もっちょ／著 410.4 ｱｼ

数学も英語も強くなる！直訳では伝わらない意外な数学英語たち 馬場　博史／著 410.7 ﾊﾊ

イラストで見るＵＦＯの歴史 アダム・オールサッチ・ボードマン／絵と文 440 ｵﾙ

地震と火山と防災のはなし 楠城　一嘉／編著 453 ﾅﾝ

科学のカタチ 養老　孟司／著 460 ﾖｳ

タネは旅する 中西　弘樹／著 471 ﾅｶ

食虫植物 福島　健児／著 471 ﾌｸ

めばなとおばなのものがたり図鑑 小池　一臣／著 477 ｺｲ

面白くて眠れなくなるウンチ学 左巻　健男／著 491.3 ｻﾏ

私が教えた慶應女子高の保健授業 菅沼　安嬉子／著 491.3 ｽｶ

老化は予防できる、治療できる 根来　秀行／著 491.3 ﾈｺ

運動脳 アンデシュ・ハンセン／著 491.3 ﾊﾝ

いざというときのための応急手当ミニハンドブック 加藤　啓一／監修 492.2 ｲｻ

最高の老後 山田　悠史／著 493.1 ﾔﾏ

５０代からの骨粗鬆症対策の献立 493.6 ｺｼ

「肩が痛い」「腕が上がらない」人のお助けＢＯＯＫ 町田　秀樹／著 493.6 ﾏﾁ

認知症の人を元気にする言葉かけ・不安にさせる言葉かけ 尾渡　順子／著 493.7 ｵﾜ

脳科学者の母が、認知症になる 恩蔵　絢子／著 493.7 ｵﾝ

帯状疱疹治療大全 本田　まりこ／監修 493.8 ﾀｲ

子どものスキンケア・ヘアケア・フットケア 高山　かおる／編集 493.9 ｺﾄ

赤ちゃんからの食物アレルギー正しい対処 眞鍋　穰／著 493.9 ﾏﾅ

尿もれ、頻尿、前立腺の本 高橋　悟／ほか監修 494.9 ﾆﾖ

マンガＡＰＤ／ＬｉＤって何！？ きょこ／著 496.6 ｷﾖ

虫歯ゼロへの挑戦 杉山　豊／著 497.2 ｽｷ

歯科技工士の仕事 村田　彰弘／著 498.1 ﾑﾗ

スマホ脳の処方箋 奥村　歩／著 498.3 ｵｸ

最新科学が証明した睡眠にいいことベスト２１１ キム・ジョーンズ／著 498.3 ｼﾖ

図解でわかる１４歳からのストレスと心のケア 社会応援ネットワーク／著 498.3 ｽｶ

１００年足腰 巽　一郎／著 498.3 ﾀﾂ

猫だらけのまちがい探し 渡邉　修／監修 498.3 ﾈｺ

気象病ハンドブック 久手堅　司／著 498.4 ｸﾃ

１６時間断食 青木　厚／著 498.5 ｱｵ

老けない人が食べているもの 工藤　あき／著 498.5 ｸﾄ

医師が教える最強の間食術 鈴木　幹啓／著 498.5 ｽｽ

炭水化物の摂り方・選び方パーフェクト事典 竹並　恵里／監修 498.5 ﾀﾝ

「噛める」「飲み込める」がうれしい料理 山田　晴子／食事指導 498.5 ﾔﾏ

コロナと創薬 橋本　宗明／著 499.0 ﾊｼ

ドラッグストアで買えるあなたに合った薬の選び方を頼れる薬剤師が教えます 児島　悠史／著 499.1 ｺｼ

漢方薬剤師が教える薬のキホン 平地　治美／著 499.1 ﾋﾗ
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技術家政学 １冊で学ぶ材料・加工・図面の初歩 西村　仁／著 501 ﾆｼ

土木技術者になるには 三上　美絵／著 510 ﾐｶ

写真でみる福山城 福山城築城４００年記念事業実行委員会／編 521 ｼﾔ

世界のアーティスト２５０人の部屋 サム・ルーベル／著 527 ﾙﾍ

魅惑のクラフトコーラ クラフトコーラ愛好会／編 588 ﾐﾜ

これがほんとの献立のきほん 上島　亜紀／著 596 ｶﾐ

畑ごはん 早川　ユミ／著 596 ﾊﾔ

平野レミのオールスターレシピ 平野　レミ／著 596 ﾋﾗ

ムダゼロ献立 武蔵　裕子／著 596 ﾑｻ

ｓｙｕｎｋｏｎカフェごはん　７ 山本　ゆり／〔著〕 596 ﾔﾏ 7

ギリシャのごはん アナグノストゥ直子／文・写真 596.2 ｱﾅ

はじめてのアラブごはん 小松　あき／著 596.2 ｺﾏ

産業農業 農業者になるには 大浦　佳代／著 611 ｵｵ

土が変わるとお腹も変わる 吉田　太郎／著 615 ﾖｼ

温暖化に負けない！バラ栽培のすべて 鈴木　満男／著 627 ｽｽ

まんがでわかる花づくり１２か月 よだ　ひでき／著 627 ﾖﾀ

あのネコに会いたい 岩合　光昭／著 645 ｲﾜ

浮世絵猫、おどる！ 熱海Ｍｕｄｄｙ　Ｃａｔ／著 645 ｳｷ

カヨと私 内澤　旬子／著 645 ｳﾁ

ぎおんご　ぎたいご　にゃんこ 沖　昌之／著 645 ｵｷ

すずめのすすめ 645 ｽｽ

つなまよの親バカ日記 つなまよの飼い主／〔著〕 645 ﾂﾅ

風をこぐ 橋本　貴雄／写真・エッセイ 645 ﾊｼ

黒猫ノロと世界を旅した２０年 平松　謙三／文・写真 645 ﾋﾗ

メダカ飼育読本 戸松　具視／監修 666 ﾒﾀ

交通事故保険金のカラクリ 山下　江／著 681 ﾔﾏ

廃線系鉄道考古学　Ｖｏｌ．４（２０２２） 686 ﾊｲ 4

できるゼロからはじめるｉＰｈｏｎｅ　ＳＥ第３世代超入門 法林　岳之／著 694 ﾃｷ

芸術スポーツ カラヴァッジョ 石鍋　真澄／著 723 ｲｼ

図説セザンヌ「サント＝ヴィクトワール山」の世界 工藤　弘二／著 723 ｸﾄ

「棒人間」からはじめるキャラの描き方〈超入門〉 ｉｓｕＺｕ／著 726 ｳｽ

マンガキャラアタリ練習帳 西東社編集部／編 726 ｾｲ

つげ義春　名作原画とフランス紀行 つげ　義春／著 726 ﾂｹ

Ｄｒａｗ　Ａｍａｚｉｎｇ　ＭＡＮＧＡ　ＣＨＡＲＡＣＴＥＲＳ 灯子／〔ほか〕著 726 ﾄﾛ

目の描き方 末冨　正直／著 726 ﾒﾉ

世界ピクト図鑑 児山　啓一／著 727 ｺﾔ

みんなケンジを好きになる 土肥　美帆／著 748 ﾄｲ

六つ目編みで作るクラフトバンドのバッグとかご 松田　裕美／著 754 ﾏﾂ

最新音楽業界の動向とカラクリがよくわかる本 山口　哲一／著 760 ﾔﾏ

ブルース・ロールズ・オン！！ 小出　斉／著 764 ｺｲ

ワン、ツー、スリー、フォー クレイグ・ブラウン／著 764 ﾌﾗ

おうちでできる「のど筋トレ」 東　哲一郎／著 767 ﾋｶ

自由が上演される 渡辺　健一郎／著 770 ﾜﾀ

声優になるには 山本　健翔／著 771 ﾔﾏ

江口寿志アニメーションワークス 江口　寿志／著 778 ｴｸ

この１本！ 馬場　康夫／著 778 ﾊﾊ
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筋トレ最高の食事術 川端　理香／監修 780.1 ｷﾝ

パラスポーツとボランティア 兵藤　智佳／編著 780.1 ﾊﾗ

ジュニア選手が育つ！コンディショニングトレーニング 佐藤　雅弘／著 780.7 ｻﾄ

野田式足裏トレ 野田　隆基／著 780.7 ﾉﾀ

必ず上達する女子バスケットボール練習法 内海　知秀／監修 783.1 ｶﾅ

ＤＯ　ＹＯＵ　ＳＰＥＡＫ　ＦＯＯＴＢＡＬＬ？ トム・ウィリアムズ／著 783.4 ｳｲ

野球の子 かみじょう　たけし／著 783.7 ｶﾐ

明日、野球やめます 鳥谷　敬／著 783.7 ﾄﾘ

支える力 目澤　秀憲／著 783.8 ﾒｻ

超簡単！欧米流スイングで９０切り 吉田　洋一郎／著 783.8 ﾖｼ

自転車キャンプ大全 田村　浩／著 786.5 ﾀﾑ

ゼロから始める渓流釣り入門 787.1 ｾﾛ

頼山陽と煎茶 島村　幸忠／著 791 ｼﾏ

はじめての人ともう一度の人の－詰将棋１・３・５手詰 羽生　善治／監修 796 ﾊｼ

言語 言葉の展望台 三木　那由他／著 801 ﾐｷ

なぜ日本語はなくなってはいけないのか 齋藤　孝／著 810.4 ｻｲ

やさ日まんがＪＡＰＡＮガイド 小川　清美／著 810.7 ｵｶ

てんまる 山口　謠司／著 811.7 ﾔﾏ

０歳から始める！英語絵本音読メソッド 小林　妙子／著 830.7 ｺﾊ

オリエント急行殺人事件 アガサ・クリスティ／原著 835 ｵﾘ

文学 鴎外追想 宗像　和重／編 910.2 ｵｳ

央ちゃんのつぶやき川柳 江島　央 911.4 ｴｼ

再会　Ⅱ 小島　蘭幸／著 911.4 ｺｼ

シルバー川柳　上を向いて歩こう編 みやぎシルバーネット／編 911.4 ｼﾙ

ｉｎｖｅｒｔ　２ 相沢　沙呼／著 913.6 ｱｲ 2

三世代探偵団　〔４〕 赤川　次郎／著 913.6 ｱｶ 4

わたしの幸せな結婚　５ 顎木　あくみ／〔著〕 913.6 ｱｷ 5

かんむり 彩瀬　まる／著 913.6 ｱﾔ

奇跡を蒔くひと 五十嵐　貴久／著 913.6 ｲｶ

ハヤブサ消防団 池井戸　潤／著 913.6 ｲｹ

高島太一を殺したい五人 石持　浅海／著 913.6 ｲｼ

ペットショップ無惨 石田　衣良／著 913.6 ｲｼ

れんげ出合茶屋 泉　ゆたか／著 913.6 ｲｽ

切腹屋 岩井　三四二／著 913.6 ｲﾜ

付き添うひと 岩井　圭也／著 913.6 ｲﾜ

内憂 上田　秀人／著 913.6 ｳｴ 04

ドラゴンズ・タン 宇佐美　まこと／著 913.6 ｳｻ

赤虫村の怪談 大島　清昭／著 913.6 ｵｵ

たとえば、葡萄 大島　真寿美／著 913.6 ｵｵ

掌に眠る舞台 小川　洋子／著 913.6 ｵｶ

ループ・オブ・ザ・コード 荻堂　顕／著 913.6 ｵｷ

我、鉄路を拓かん 梶　よう子／著 913.6 ｶｼ

汝想いて斬　３ 門田　泰明／著 913.6 ｶﾄ 3

介護者Ｄ 河崎　秋子／著 913.6 ｶﾜ

爆弾犯と殺人犯の物語 久保　りこ／著 913.6 ｸﾎ

孤立宇宙 熊谷　達也／著 913.6 ｸﾏ
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情け深川　恋女房 小杉　健治／著 913.6 ｺｽ 01

フィールダー 古谷田　奈月／著 913.6 ｺﾔ

マル暴ディーヴァ 今野　敏／著 913.6 ｺﾝ

一千億のｉｆ 斉藤　詠一／著 913.6 ｻｲ

首取物語 西條　奈加／著 913.6 ｻｲ

花芒ノ海 佐伯　泰英／著 913.6 ｻｴ 03

名乗らじ 佐伯　泰英／著 913.6 ｻｴ 08

人間みたいに生きている 佐原　ひかり／著 913.6 ｻﾊ

クロコダイル・ティアーズ 雫井　脩介／著 913.6 ｼｽ

うさぎの町の殺人 周木　律／著 913.6 ｼﾕ

素晴らしき国 小路　幸也／〔著〕 913.6 ｼﾖ

競争の番人　〔２〕 新川　帆立／著 913.6 ｼﾝ 2

英雄 真保　裕一／著 913.6 ｼﾝ

小説すずめの戸締まり 新海　誠／〔著〕 913.6 ｼﾝ

味ごよみ、花だより 高田　在子／〔著〕 913.6 ﾀｶ

ヘルンとセツ 田渕　久美子／著 913.6 ﾀﾌ

生命の略奪者 知念　実希人／著 913.6 ﾁﾈ 08

オリンピックを殺す日 堂場　瞬一／著 913.6 ﾄｳ

イオカステの揺籃 遠田　潤子／著 913.6 ﾄｵ

剣客参上 鳥羽　亮／著 913.6 ﾄﾊ 12

のっとり藤兵衛 鳥羽　亮／著 913.6 ﾄﾊ

竜虎攻防 鳥羽　亮／著 913.6 ﾄﾊ

越境刑事 中山　七里／著 913.6 ﾅｶ

レッドゾーン 夏川　草介／著 913.6 ﾅﾂ

鬼女 鳴海　風／著 913.6 ﾅﾙ

怪盗フラヌールの巡回 西尾　維新／著 913.6 ﾆｼ

家裁調査官・庵原かのん 乃南　アサ／著 913.6 ﾉﾅ

若葉荘の暮らし 畑野　智美／著 913.6 ﾊﾀ

新！店長がバカすぎて 早見　和真／〔著〕 913.6 ﾊﾔ

素数とバレーボール 平岡　陽明／著 913.6 ﾋﾗ

天国の修羅たち 深町　秋生／〔著〕 913.6 ﾌｶ

雨宿り 藤井　邦夫／著 913.6 ﾌｼ 13

朴念仁 藤井　邦夫／著 913.6 ﾌｼ 14

愚者の階梯 松井　今朝子／著 913.6 ﾏﾂ

キッズ・アー・オールライト 丸山　正樹／著 913.6 ﾏﾙ

いけない　２ 道尾　秀介／著 913.6 ﾐﾁ 2

晴明変生 森谷　明子／〔著〕 913.6 ﾓﾘ

ええじゃないか 谷津　矢車／著 913.6 ﾔﾂ

方舟 夕木　春央／著 913.6 ﾕｳ

鴻上尚史のなにがなんでもほがらか人生相談 鴻上　尚史／著 914.6 ｺｳ

小さなひとり暮らしのものがたり みつはし　ちかこ／著 914.6 ﾐﾂ

出てこい海のオバケたち 椎名　誠／著 915.6 ｼｲ

ろうの両親から生まれたぼくが聴こえる世界と聴こえない世界を行き来して考えた３０の 五十嵐　大／著 916 ｲｶ

あの図書館の彼女たち ジャネット・スケスリン・チャールズ／著 933 ｽｹ

ファイナル・ツイスト ジェフリー・ディーヴァー／著 933 ﾃｲ

児童書 東大教授がおしえるシン・日本史 本郷　和人／著 J 21 ﾎﾝ
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名探偵コナンＫＯＤＯＭＯ時事ワード　２０１８ 読売ＫＯＤＯＭＯ新聞編集室／編 J 30 ﾒｲ 18

今から身につける「投資の心得」 八木　陽子／監修 J 33 ｲﾏ

「死んでもいいけど、死んじゃだめ」と僕が言い続ける理由 大空　幸星／著 J 36 ｵｵ

ジブン未来図鑑　１ J 36 ｼﾌ 1

ジブン未来図鑑　２ J 36 ｼﾌ 2

ジブン未来図鑑　３ J 36 ｼﾌ 3

ジブン未来図鑑　４ J 36 ｼﾌ 4

ジブン未来図鑑　５ J 36 ｼﾌ 5

そうなんだ！しごとのお話 長田　徹／監修 J 36 ｿｳ

科学って何のためにあるの？ ＤＫ社／編 J 40 ｶｶ

親子で楽しむ！おもしろ科学実験１２か月 川村　康文／著 J 40 ｶﾜ

のぞく図鑑穴 宮田　珠己／編・著 J 45 ﾐﾔ

海辺の生きもの図鑑 千葉県立中央博物館分館海の博物館／監修 J 46 ｳﾐ

ＮＨＫ子ども科学電話相談動物スペシャル！ ＮＨＫ「子ども科学電話相談」制作班／編 J 48 ｴﾇ

情報通信のひみつ おがた　たかはる／まんが J 54 ｼﾖ

大研究！こだわりと情熱！かちわり氷 工藤　ケン／漫画 J 58 ﾀｲ

じぶんでよめるたべものずかん 成美堂出版編集部／編著 J 59 ｼﾌ

ドラえもん社会ワールド社会がよくわかる！産業とくらし 藤子・Ｆ・不二雄／まんが J 60 ﾄﾗ

新スポーツスーパースター伝　２ ベースボール・マガジン社／編集 J 78 ｼﾝ 2

１２歳までに知っておきたい語彙力図鑑 齋藤　孝／著 J 81 ｻｲ

児童文学 ジャレットのミント〓コレクション あんびる　やすこ／作・絵 J 913 ｱﾝ

三まいのはがき おくやま　ゆか／さく J 913 ｵｸ

ニャンの日にまいります！ 木内　南緒／作 J 913 ｷｳ

ニャンパーのキャンプだよ！ 北川　チハル／作 J 913 ｷﾀ

こどもに聞かせる一日一話 福音館書店「母の友」編集部／編 J 913 ｺﾄ

５分で読書 更伊　俊介／著 J 913 ｺﾌ

まちのおばけずかん　ハイ！ 斉藤　洋／作 J 913 ｻｲ

てのひら怪談 朝宮　運河／編 J 913 ﾃﾉ

黒紙の魔術師と白銀の龍 鳥美山　貴子／著 J 913 ﾄﾘ

おなかをすかせたドラゴンとためいきゼリー 仁科　幸子／作 J 913 ﾆｼ

ラベンダーとソプラノ 額賀　澪／作 J 913 ﾇｶ

はじめてであう古事記　上巻 西田　めい／編 J 913 ﾊｼ 1

はじめてであう古事記　下巻 西田　めい／編 J 913 ﾊｼ 2

かなしきデブ猫ちゃん　〔３〕 早見　和真／文 J 913 ﾊﾔ 3

ふしぎ駄菓子屋銭天堂　１７ 廣嶋　玲子／作 J 913 ﾋﾛ 17

はんぴらり！　６ 廣嶋　玲子／作 J 913 ﾋﾛ 6

ともだちはしおりのこぶた 真山　みな子／作 J 913 ﾏﾔ

５番レーン ウン　ソホル／作 J 92 ｳﾝ

父さんのゾウ ピーター・カーナバス／作 J 93 ｶﾅ

絵本 おかねはどこからやってくる？ みうら　こうじ／文 E ｱｲ

へんしんロボット あきやま　ただし／作・絵 E ｱｷ

めがねどろぼう 桂　文我／ぶん E ｱﾗ

どすこいすしずもう　たいけつ！うみのギャング アン　マサコ／作 E ｱﾝ

ぼくとお山と羊のセーター 飯野　和好／作 E ｲｲ

ようかいびより 堀切　リエ／作 E ｲｼ

かっぱのふうちゃんライフジャケットでスイスイ 森重　裕二／文 E ｲﾁ
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へっこきよめさま いもと　ようこ／文・絵 E ｲﾓ

パンダのんびりたいそう いりやま　さとし／作 E ｲﾘ

きょうはふっくらにくまんのひ メリッサ・イワイ／作 E ｲﾜ

どうぶつたちのハロウィーンって？ アン・ウィットフォード・ポール／ぶん E ｳｵ

アルメット トミー・ウンゲラー／作 E ｳﾝ

ちいさいおねえちゃん いとう　みく／作 E ｴｶ

ワニのたまごやさん 有田　奈央／文 E ｴｸ

あの子はぼくらのスーパースター フラン・ピンタデラ／文 E ｶﾀ

わすれないでね ジーン・ウィリス／文 E ｶﾀ

とびらのむこうにドラゴンなんびき？ ヴァージニア・カール／作・絵 E ｶﾙ

ぼんさいじいさま 木葉井　悦子／作 E ｷﾊ

いつまでいっしょ？ クリストファー・チェン／文 E ｷﾝ

はるのひ 小池　アミイゴ／作・絵 E ｺｲ

じーさんとぴーぽっぽ 小亀　たく／著 E ｺｶ

古生代水族館 こた／作・絵 E ｺﾀ

橋の上で 湯本　香樹実／文 E ｻｶ

がっこうにまにあわない ザ・キャビンカンパニー／作・絵 E ｻｷ

サンチャイルド・ビッグサイエンス　２０２２－８ E ｻﾝ

パンしろくま 柴田　ケイコ／作・絵 E ｼﾊ

パンどろぼう　おにぎりぼうやのたびだち 柴田　ケイコ／作 E ｼﾊ

すみっコぐらしまちがいさがし　ところかまわずすみっコ編 主婦と生活社／編 E ｽﾐ

わんわんハロウィーン 高林　麻里／作 E ﾀｶ

ひみつのえんそく かわしま　えつこ／作 E ﾀｹ

よるのやおやさん 穂高　順也／文 E ﾀﾅ

ふしぎなひきだし 苅田　澄子／作 E ﾂｶ

アーサーと金いろのつな ジョー・トッド＝スタントン／著 E ﾄﾂ

マーシーとスフィンクスのなぞ ジョー・トッド＝スタントン／著 E ﾄﾂ

ないしょないしょのももんちゃん とよた　かずひこ／さく・え E ﾄﾖ

フランクとバートのだいすきかくれんぼ クリス・ネイラー・バレステロス／作 E ﾈｲ

パリングリンドーン 劇団ひとり／著 E ﾊﾘ

イツァーク トレーシー・ニューマン／文 E ﾊﾙ

あのこ 樋勝　朋巳／作 E ﾋｶ

麦畑のみはりばん ベス・フェリー／文 E ﾌｱ

モモンガのはいたつやさん　もりのいたずらっこ ふくざわ　ゆみこ／著 E ﾌｸ

おまえたち、くっちゃうぞ～！ ジョン・ヘア／さく E ﾍｱ

ママってすごーい！ クリス・ホートン／作 E ﾎﾄ

わたしがいじわるオオカミになった日 アメリ・ジャヴォー／ぶん E ﾏｿ

からっぽのにくまん まつなが　もえ／著 E ﾏﾂ

ふっと… 内田　麟太郎／文 E ﾏﾂ

ひでよーし 丸山　誠司／作 E ﾏﾙ

じぶんのきもちみんなのきもち サラ・オレアリー／さく E ﾚﾝ

おとなになるっていうこと 遠見　才希子／作 E ﾜｶ

紙芝居 ともだちおっとっと 内田　麟太郎／脚本 K ﾄﾓ
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