
12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 日本統計年鑑　第７２回（２０２３） 総務省統計局／編集 R 351 ﾆﾎ 

良寛字典 駒井　鵞静／編著 R 728 ｺﾏ

感情表現新辞典 中村　明／著 R 816.0 ﾅｶ

総記 「すぐやる人」のビジネス手帳術 伊庭　正康／著 002 ｲﾊ

「専門家」とは誰か 村上　陽一郎／編 002 ｾﾝ

ＡＩ翻訳革命 隅田　英一郎／著 007 ｽﾐ

最新Ｗｅｂ３とメタバースがよ～くわかる本 長橋　賢吾／著 007 ﾅｶ

なぜ、ＴｉｋＴｏｋは世界一になれたのか？ マシュー・ブレナン／著 007 ﾌﾚ

ザ・メタバース マシュー・ボール／著 007 ﾎﾙ

コンピュータはなぜ動くのか 矢沢　久雄／著 007 ﾔｻ

非正規雇用職員セミナー「図書館で働く女性非正規雇用職員」講演録 日本図書館協会非正規雇用職員に関する委員会／編 013 ﾋｾ

眞野先生。本が傷んだら修理するだけじゃダメってホント？ 眞野　節雄／監修 014 ｼﾝ

齋藤孝先生が選ぶ高校生からの読書大全 齋藤　孝／著 019 ｻｲ

読書道楽 鈴木　敏夫／著 019 ｽｽ

台湾書店百年の物語 台湾独立書店文化協会／編著 024 ﾀｲ

世界はさわらないとわからない 広瀬　浩二郎／著 069 ﾋﾛ

目撃者たちの記憶 毎日新聞写真部ＯＢ会／著 070 ﾓｸ

臨時会会議録　令和３年第１回 竹原市議会／編 093.1 ﾀｹ 

哲学 日本語からの哲学 平尾　昌宏／著 104 ﾋﾗ

宗教 ときは、ながれない 八木沢　敬／著 112 ﾔｷ

誰にも嫌われずに同調圧力をサラリとかわす方法 大嶋　信頼／著 146.8 ｵｵ

性暴力被害の心理支援 齋藤　梓／編著 146.8 ｾｲ

ひきこもりと関わる 板東　充彦／著 146.8 ﾊﾝ

死は存在しない 田坂　広志／著 147 ﾀｻ

香りが脳を支配する 森江　帆乃香／著 147 ﾓﾘ

魂の声が聴こえる「自動書記」の練習帳 山下　美樹／著 147.3 ﾔﾏ

「日本心霊学会」研究 栗田　英彦／編 147.7 ﾆﾎ

自殺の思想史 ジェニファー・マイケル・ヘクト／〔著〕 158 ﾍｸ

もっと早く言ってよ。 一田　憲子／著 159 ｲﾁ

心のなかの幸福のバケツ ドナルド・Ｏ．クリフトン／著 159 ｸﾘ

「向いてる仕事」を見つけよう トム・ラス／著 159.4 ﾗｽ

女性は「透明感」で人生が変わる 朝倉　みや子／著 159.6 ｱｻ

結局、「手ぶらで生きる女」がうまくいく エミチカ／著 159.6 ｴﾐ

老害の壁 和田　秀樹／著 159.7 ﾜﾀ

カルトの花嫁 冠木　結心／著 169 ｶﾌ

新宗教驚異の集金力 島田　裕巳／著 169 ｼﾏ

信じる者は、ダマされる。 多田　文明／著 169 ﾀﾀ

やまと尼寺精進日記　２ ＮＨＫ「やまと尼寺精進日記」制作班／著 188 2 ﾔﾏ

やまと尼寺精進日記　３ ＮＨＫ「やまと尼寺精進日記」制作班／著 188 ﾔﾏ 3

歴史 歴史の屑拾い 藤原　辰史／著 204 ﾌｼ

世界時空の歴史大図鑑 マイオレッリ／文 204 ﾏｲ

もういちど読みとおす山川新日本史　上 大津　透／著 210.1 ﾓｳ 

もういちど読みとおす山川新日本史　下 大津　透／著 210.1 ﾓｳ 

風土記博物誌 三浦　佑之／著 210.3 ﾐｳ

縄文アートを旅しよう！ 215.1 ｼﾖ

〈福山市神辺町〉登録有形文化財堂々川２番砂留第１次調査，４番砂留第２次調査報告書 福山市教育委員会／編 217.6 ﾌｸ 

チベット史 ロラン・デエ／著 222 ﾃｴ

古代エジプトの日常生活 ドナルド・Ｐ．ライアン／著 242 ﾗｲ

佐高信評伝選　１ 佐高　信／著 281.0 ｻﾀ 

毛利氏の御家騒動 光成　準治／著 288.3 ﾐﾂ
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奇跡の対話 宇梶　静江／著 289.1 ｳｶ

国商 森　功／著 289.1 ｶｻ

７９歳、食べて飲んで笑って 桜井　莞子／著 289.1 ｻｸ

徳川家康４８０年の孤独 宮崎　正弘／著 289.1 ﾄｸ

天路の旅人 沢木　耕太郎／著 289.1 ﾆｼ

エリザベス女王 289.3 ｴﾘ

絶対に行けない世界の非公開区域９９ ダニエル・スミス／著 290 ｽﾐ

世界の家の窓から 主婦の友社／編 290.8 ｾｶ

世界のおみやげ図鑑 地球の歩き方編集室／編集 290.9 ｾｶ

みやぎから、 佐藤　健／著 291.2 ｻﾄ

るるぶ茨城　’２３ 291.3 ﾙﾙ 

るるぶ福井　’２３ 291.4 ﾙﾙ 

女人京都 酒井　順子／著 291.6 ｻｶ

るるぶ神戸　’２３ 291.6 ﾙﾙ 

るるぶ愛媛　’２３ 291.8 ﾙﾙ 

るるぶ佐賀嬉野武雄有田呼子 291.9 ﾙﾙ

社会科学 今日拾った言葉たち 武田　砂鉄／著 304 ﾀｹ

バカと無知 橘　玲／著 304 ﾀﾁ

吾輩は後期高齢者の日本国憲法である 西　修／著 323.1 ﾆｼ

プリズン・ドクター おおたわ　史絵／著 326.5 ｵｵ

ぼくたちクルド人 野村　昌二／著 329.9 ﾉﾑ

「強い円」はどこへ行ったのか 唐鎌　大輔／著 332.1 ｶﾗ

亀裂 高橋　篤史／著 335.2 ﾀｶ

男性中心企業の終焉 浜田　敬子／著 336.4 ﾊﾏ

いまだに全然意味がわかっていない個人事業主・フリーランスですが、インボイスって結局どうすればいいのか教えてください！ 川崎　晴一郎／著 336.9 ｶﾜ

あんな経費まで！領収書のズルい落とし方がわかる本 小林　義崇／著 336.9 ｺﾊ

ふしぎなお金 赤瀬川　原平／著 337 ｱｶ

世界一わかりやすい図解株・証券用語 石原　敬子／著 338.1 ｲｼ

つみたてＮＩＳＡはこの９本から選びなさい 中野　晴啓／著 338.8 ﾅｶ

「国の借金は問題ない」って本当ですか？ 森永　康平／著 341 ﾓﾘ

「コミュ障」のための社会学 岩本　茂樹／著 361 ｲﾜ

〈サラリーマン〉の文化史 鈴木　貴宇／著 361.8 ｽｽ

１０歳から使ってほしいみんなのお金とサービス大事典 井手　英策／著 364 ｲﾃ

１３歳から考える住まいの権利 葛西　リサ／著 365.3 ｸｽ

家事は大変って気づきましたか？ 阿古　真理／著 367.2 ｱｺ

１４歳から考えたいセクシュアリティ ヴェロニク・モティエ／著 367.9 ﾓﾃ

かんたん、楽しい！高齢者といっしょにつくる壁面かざり 小池　寛子／監修 369.2 ｶﾝ

高齢者とつくる壁面かざり１２か月 目白大学／監修 369.2 ｺｳ

涙がこぼれる老人ホームのお話 小島　すがも／著 369.2 ｺｼ

世界の終わり防衛マニュアル図鑑 タラス・ヤング／著 369.3 ﾔﾝ

中学生のおうちノート術 みおりん／著 375 ﾐｵ

情報学部 漆原　次郎／著 376.8 ｳﾙ

中学受験を考えたらまず読む本　２０２３年版 日本経済新聞出版／編 376.8 ﾁﾕ

中学卒・高校転編入からの進学　２０２３ 376.8 ﾁﾕ 

中学受験を考えたときに読む本 矢萩　邦彦／編著 376.8 ﾔﾊ

一生頭がよくなり続けるすごい脳の使い方 加藤　俊徳／著 379.7 ｶﾄ

ひどい民話を語る会 京極　夏彦／著 388.1 ﾋﾄ

自然科学 大失敗から生まれたすごい科学 齋藤　勝裕／著 404 ｻｲ

東大の先生！文系の私に超わかりやすく物理を教えてください！ 西成　活裕／著 420 ﾆｼ

元素に名前をつけるなら 江頭　和宏／著 431 ｴｶ
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集中豪雨と線状降水帯 加藤　輝之／著 451 ｶﾄ

前恐竜時代 土屋　健／著 457 ﾂﾁ

美しいインクルージョンの鉱物図鑑 ａｔｅｌｉｅｒ　Ｒｕｃｈｉ／〔編〕 459 ｳﾂ

ゲノム編集の世紀 ケヴィン・デイヴィス／著 467 ﾃｲ

人類の起源 篠田　謙一／著 469 ｼﾉ

プロの履歴書からわかる生きものの仕事 松橋　利光／著 480 ﾏﾂ

絶滅してない！ 宗像　充／著 482 ﾑﾅ

ヒトデとクモヒトデ 藤田　敏彦／著 484 ﾌｼ

作ろう！フライドチキンの骨格標本 志賀　健司／著 488 ｼｶ

ウォンバットのうんちはなぜ、四角いのか？ 高野　光太郎／著 489 ﾀｶ

アザラシ語入門 水口　大輔／著 489 ﾐｽ

生命倫理の教科書 黒崎　剛／編著 490.1 ｾｲ

ニマーリさんのスリランカ・アーユルヴェーダ 吉田　ニマーリ／著 490.9 ﾖｼ

オメガ３神話の真実 崎谷　博征／著 491.4 ｻｷ

ヤバすぎる毒の図鑑 船山　信次／監修 491.5 ﾔﾊ

なんとなく疲れる・つらい・痛いを解消する「ツボ」図鑑 柳本　真弓／監修 492.7 ﾅﾝ

人生が変わる血糖値コントロール大全 ジェシー・インチャウスペ／著 493.1 ｲﾝ

無理をしなくても内臓脂肪がみるみる落ちる食べ方大全 坂根　直樹／著 493.1 ｻｶ

名医が教える胃腸の守り方 桐山　真典／著 493.4 ｷﾘ

メンタルを強くする食習慣 飯塚　浩／著 493.7 ｲｲ

若年性認知症の人や家族への支援のきほん 沖田　裕子／著 493.7 ｵｷ

うつ病で２０代全部詰んでたボクが回復するまでにやったこと デラさん／著 493.7 ﾃﾗ

認知症といわれたら 繁田　雅弘／監修 493.7 ﾆﾝ

チェックリスト式認知症高齢者の心がわかる本 平澤　秀人／著 493.7 ﾋﾗ

目で見てわかる認知症の予防 秋下　雅弘／監修 493.7 ﾒﾃ

見るだけでわかる！認知症が進まない話し方 吉田　勝明／著 493.7 ﾖｼ

わが子、夫、妻…。大切な家族が「適応障害」と診断されたとき読む本 浅井　逸郎／監修 493.7 ﾜｶ

７０歳８０歳を笑顔で超える生き方 和田　秀樹／著 493.7 ﾜﾀ

学校で適切に対応したい児童・生徒の困りごと５５ 高宮　静男／著 493.9 ﾀｶ

子どものトラウマと攻撃性に向き合う リサ・ディオン／著 493.9 ﾃｲ

赤ちゃんの命を守るあおむけ寝 仁志田　博司／著 493.9 ﾆｼ

知りたいフェムテックの進歩 林　謙治／編著 495 ｼﾘ

私の半分はどこから来たのか 大野　和基／著 495.4 ｵｵ

キラリさんの病気やケガのときはどうするの？ 読書工房／編著 498 ｷﾗ

これからのヘルスリテラシー 中山　和弘／著 498.0 ﾅｶ

もの忘れしなくなる！脳の使い方事典 加藤　俊徳／著 498.3 ｶﾄ

シニアのクイズ＆動物パズル・クイズで楽しく脳トレ 脳トレーニング研究会／編 498.3 ｼﾆ

６０歳食べ方を変えるだけで健康寿命はもっと延ばせる！ 大和田　潔／著 498.5 ｵｵ

健康寿命をのばす脳と食べものの大切な話 榊原　常緑／著 498.5 ｻｶ

食材の選び方と保存法 造事務所／編 498.5 ｼﾖ

やせ調味料ダイエット 松田　リエ／著 498.5 ﾏﾂ

「７０歳の壁」を乗りこえる老けない食べ方 和田　秀樹／著 498.5 ﾜﾀ

顔のない遭難者たち クリスティーナ・カッターネオ／著 498.9 ｶﾂ

技術 プラスチックの現実と未来へのアイデア 高田　秀重／監修 519 ﾌﾗ

古家リノベーション 平山　友子／著 527 ﾋﾗ

「電気、マジわからん」と思ったときに読む本 田沼　和夫／著 540 ﾀﾇ

「モーター、マジわからん」と思ったときに読む本 森本　雅之／著 542 ﾓﾘ

Ｑ＆Ａ実務家のためのＹｏｕＴｕｂｅ法務の手引き 河瀬　季／著 547 ｶﾜ

ウイスキー図鑑 西川　大五郎／監修 588 ｳｲ

日本全国日本酒でめぐる酒蔵＆ちょこっと御朱印　東日本編 地球の歩き方編集室／編集 588 ﾆﾎ
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Ｔ　ｆｏｒ　Ｍｅ ピーター・バラカン／著 589 ﾊﾗ

旬のカレンダー 旬の暮らしをたのしむ会／著 590 ｼﾕ

かぎ針編みの毎日ざぶとん 594.3 ｶｷ

「だけでいい」日常の料理 小田　真規子／著 596 ｵﾀ

これ、台所でつくれます。 農山漁村文化協会／編 596 ｺﾚ

８０歳、村上祥子さんの長生き発酵食レシピ 村上　祥子／著 596 ﾑﾗ

村上祥子さんの一生元気でいられるバランスごはん 村上　祥子／著 596 ﾑﾗ

ｓｙｕｎｋｏｎカフェごはん　５ 山本　ゆり／〔著〕 596 ﾔﾏ 

金曜日のほろよい１０００円ふたりメシ おづ　まりこ／著 596.0 ｵｽ

ウィーン菓子図鑑 小菅　陽子／著 596.6 ｺｽ

やる気と集中力を養う３～６歳児の育脳ごはん 小山　浩子／著 599.3 ｺﾔ

産業 犬おやつの教科書 俵森　朋子／著 645 ﾋﾖ

「おいしい」を経済に変えた男たち 加藤　一隆／著 673 ｶﾄ

東京ディズニーリゾート完全ガイド　２０２３－２０２４ 講談社／編 689 ﾄｳ 

芸術 性と芸術 会田　誠／著 702.1 ｱｲ

スポーツ 「表現の不自由展」で何があったのか 臺　宏士／著 706.9 ﾀｲ

子犬の絵画史 金子　信久／著 721 ｶﾈ

琳派原寸美術館 721 ﾘﾝ

世界にたったひとつの生き物ストーンアート Ａｋｉｅ／著 723 ｱｷ

絵が上手いより大事なこと 永山　裕子／著 724 ﾅｶ

ＩＭＡＧＩＮＡＲＩＵＭ ｊｕｎａｉｄａ／〔画〕 726 ｼﾕ

ミニキャラの描き方 夢ノ内　千春／著 726 ﾕﾒ

「北欧デザイン」の考え方 渡部　千春／著 757 ﾜﾀ

少女スタイル手帖 宇山　あゆみ／著 759 ｳﾔ

音楽する脳と身体 田中　昌司／共著 761 ﾀﾅ

いつか倖せ来るじゃないか 山本　譲二／著 767 ﾔﾏ

映画をめぐるディアローグ ジャン＝リュック・ゴダール／著 778 ｺﾀ

７秒間のハグ 山村　美智／著 778 ﾔﾏ

『男はつらいよ』、もう一つのルーツ 吉村　英夫／著 778 ﾖｼ

老いてきたけど、まぁ～いっか。 野沢　直子／著 779 ﾉｻ

噺家小三治 橘　蓮二／編・写真 779 ﾊﾅ

最後の一年 毎日新聞運動部／著 780.2 ｻｲ

７０歳からの椅子筋トレ 枝光　聖人／著 780.7 ｴﾀ

現代フットボールの主旋律 庄司　悟／著 783.4 ｼﾖ

勝つ！卓球シェークハンドの戦い方 高山　幸信／監修 783.6 ｶﾂ

グラブ職人 岸本　耕作／著 783.7 ｷｼ

日本一“練習しない”プロが教える「科学的」ゴルフ上達法３０ 堀川　未来夢／著 783.8 ﾎﾘ

いままでとこれから 堀米　雄斗／著 786.8 ﾎﾘ

地上最強の男 百田　尚樹／著 788.3 ﾋﾔ

よむうつわ　上 ロバート　キャンベル／著 791 ｷﾔ 

言語 しくみが身につく手話　１ 前川　和美／著 801 ｼｸ 

オトナ女子のすてきな語彙力帳 吉井　奈々／著 809 ﾖｼ

謙虚で美しい日本語のヒミツ 呉　善花／著 810.4 ｵ

図解でわかる時事重要テーマ１００　２０２３－２０２４ 日経ＨＲ編集部／編著 814.7 ｽｶ 

英文学者がつぶやく英語と英国文化をめぐる無駄話 安藤　聡／著 830.4 ｱﾝ

英語のアポリア トム・ガリー／著 830.4 ｶﾘ

ウクライナ戦争を英語で読む ジャパンタイムズ出版英語出版編集部／編 837.5 ｳｸ

ディズニーの英語　コレクション７ 石原　真弓／英文解説 837.5 ﾃｲ 

文学 小説作法の奥義 阿刀田　高／著 901 ｱﾄ

作家超サバイバル術！ 中山　七里／著 901 ｻﾂ
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ポエトリー・ドッグス 斉藤　倫／著 902 ｻｲ

作家たちの手紙 マイケル・バード／著 902 ﾊﾄ

この父ありて 梯　久美子／著 910.2 ｶｹ

村上春樹｜映画の旅 早稲田大学坪内博士記念演劇博物館／監修 910.2 ﾑﾗ

毎日のように手紙は来るけれどあなた以外の人からである 枡野　浩一／著 911.1 ﾏｽ

ジャーナリスト与謝野晶子 松村　由利子／著 911.1 ﾏﾂ

無辺 小川　軽舟／著 911.3 ｵｶ

つまをめとらば　上 青山　文平／著 913.6 ｱｵ 

つまをめとらば　下 青山　文平／著 913.6 ｱｵ 

いつもの木曜日 青山　美智子／著 913.6 ｱｵ

名探偵の生まれる夜 青柳　碧人／著 913.6 ｱｵ

友よ 赤神　諒／著 913.6 ｱｶ

わたしの幸せな結婚　６ 顎木　あくみ／〔著〕 913.6 ｱｷ 

眩　上 朝井　まかて／著 913.6 ｱｻ 

眩　下 朝井　まかて／著 913.6 ｱｻ 

南海ちゃんの新しいお仕事 新井　素子／〔著〕 913.6 ｱﾗ

一睡の夢 伊東　潤／著 913.6 ｲﾄ

一所懸命　上 岩井　三四二／著 913.6 ｲﾜ 

臥月の竜　１ 岩室　忍／〔著〕 913.6 ｲﾜ 

一所懸命　下 岩井　三四二／著 913.6 ｲﾜ 

臥月の竜　２ 岩室　忍／〔著〕 913.6 ｲﾜ 

臥月の竜　３ 岩室　忍／〔著〕 913.6 ｲﾜ 

臥月の竜　４ 岩室　忍／〔著〕 913.6 ｲﾜ 

家康の海 植松　三十里／著 913.6 ｳｴ

継ぐ者 上田　秀人／著 913.6 ｳｴ

骨灰 冲方　丁／著 913.6 ｳﾌ

ワンダーランド急行 荻原　浩／著 913.6 ｵｷ

鎌倉駅徒歩８分、空室あり 越智　月子／著 913.6 ｵﾁ

祝宴 温　又柔／著 913.6 ｵﾝ

家族 中島　要／著 913.6 ｶｿ

カプチーノ・コースト 片瀬　チヲル／著 913.6 ｶﾀ

江戸一新 門井　慶喜／著 913.6 ｶﾄ

小梅のとっちめ灸　２ 金子　成人／〔著〕 913.6 ｶﾈ 

心霊探偵八雲 神永　学／〔著〕 913.6 ｶﾐ

心霊探偵八雲ＩＮＩＴＩＡＬ　ＦＩＬＥ幽霊の定理 神永　学／著 913.6 ｶﾐ

児童文学 見果てぬ王道 川越　宗一／著 913.6 ｶﾜ

秋雨物語 貴志　祐介／著 913.6 ｷｼ

チンギス紀　１５ 北方　謙三／著 913.6 ｷﾀ 

水 北村　薫／著 913.6 ｷﾀ

戦国十二刻 木下　昌輝／著 913.6 ｷﾉ

タイム・オブ・デス、デート・オブ・バース 窪　美澄／著 913.6 ｸﾎ

彼女のことを知っている 黒川　創／著 913.6 ｸﾛ

兜町の男 黒木　亮／著 913.6 ｸﾛ

商人殺し 小杉　健治／〔著〕 913.6 ｺｽ 

四色の藍　上 西條　奈加／著 913.6 ｻｲ 

四色の藍　下 西條　奈加／著 913.6 ｻｲ 

うさぎ玉ほろほろ 西條　奈加／著 913.6 ｻｲ

樹林の罠 佐々木　譲／〔著〕 913.6 ｻｻ

吾亦紅 篠　綾子／〔著〕 913.6 ｼﾉ 

お勝手のあん　７ 柴田　よしき／著 913.6 ｼﾊ 
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ここでは誰もが嘘をつく 嶋中　潤／著 913.6 ｼﾏ

君の地球が平らになりますように 斜線堂　有紀／著 913.6 ｼﾔ

影と踊る日 神護　かずみ／著 913.6 ｼﾝ

江戸の雷神　〔２〕 鈴木　英治／著 913.6 ｽｽ 

刃引き刀の男 鈴木　英治／著 913.6 ｽｽ 

決戦、友へ 鈴木　英治／著 913.6 ｽｽ 

芦屋山手お道具迎賓館 高殿　円／著 913.6 ﾀｶ

踏切の幽霊 高野　和明／著 913.6 ﾀｶ

遅刻する食パン少女 田丸　雅智／著 913.6 ﾀﾏ

風の値段 堂場　瞬一／著 913.6 ﾄｳ

ずんだと神様 中島　久枝／著 913.6 ﾅｶ 

ゴッホの犬と耳とひまわり 長野　まゆみ／著 913.6 ﾅｶ

名探偵外来 似鳥　鶏／著 913.6 ﾆﾀ

タスキメシ－五輪－ 額賀　澪／著 913.6 ﾇｶ

食われる国 萩　耿介／著 913.6 ﾊｷ

夢幻花　上 東野　圭吾／著 913.6 ﾋｶ 

夢幻花　下 東野　圭吾／著 913.6 ﾋｶ

わたしのアグアをさがして 深沢　潮／著 913.6 ﾌｶ

冬の霧 藤原　緋沙子／著 913.6 ﾌｼ 

雪の果て 藤原　緋沙子／著 913.6 ﾌｼ

色なき風 藤原　緋沙子／著 913.6 ﾌｼ 

介錯人 藤井　邦夫／著 913.6 ﾌｼ 

妖の絆 誉田　哲也／著 913.6 ﾎﾝ

もしも彼女が関ケ原を戦ったら 眞邊　明人／著 913.6 ﾏﾅ

ポイズンドーター・ホーリーマザー　上 湊　かなえ／著 913.6 ﾐﾅ

ポイズンドーター・ホーリーマザー　下 湊　かなえ／著 913.6 ﾐﾅ 

罪の境界 薬丸　岳／著 913.6 ﾔｸ

入舟長屋のおみわ　〔５〕 山本　巧次／〔著〕 913.6 ﾔﾏ

闘え！ミス・パーフェクト 横関　大／著 913.6 ﾖｺ

中庭のオレンジ 吉田　篤弘／著 913.6 ﾖｼ

じゃむパンの日 赤染　晶子／著 914.6 ｱｶ

笑犬楼ｖｓ．偽伯爵 筒井　康隆／著 914.6 ﾂﾂ

編めば編むほどわたしはわたしになっていった 三國　万里子／著 914.6 ﾐｸ

たりる生活 群　ようこ／著 914.6 ﾑﾚ

失踪願望。　コロナふらふら格闘編 椎名　誠／著 915.6 ｼｲ

ニワトリと卵と、息子の思春期 繁延　あづさ／著 916 ｼｹ

いつか、未来で にゅーいん／著 916 ﾆﾕ

ぼけますから、よろしくお願いします。 信友　直子／著 916 ﾉﾌ

秘密にしていたこと セレステ・イング／著 933 ｲﾝ

グッゲンハイムの謎 シヴォーン・ダウド／原案 933 ｽﾃ

光を灯す男たち エマ・ストーネクス／著 933 ｽﾄ

殺しへのライン アンソニー・ホロヴィッツ／著 933 ﾎﾛ

戦争は女の顔をしていない スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ／〔著〕 986 ｱﾚ

児童書 やらかした時にどうするか 畑村　洋太郎／著 J 14 ﾊﾀ

やりたいことが見つからない君へ 坪田　信貴／著 J 15 ﾂﾎ

オタクを武器に生きていく 吉田　尚記／著 J 15 ﾖｼ

はじめての聖書物語 サリー・タグホルム／著 J 19 ﾀｸ

人類の物語 ユヴァル・ノア・ハラリ／著 J 20 ﾊﾗ

日本の歴史　１６ J 21 ﾆﾎ 

都道府県別日本の地理データマップ　１～８ J 291 ﾄﾄ 
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１３歳からのニューズウィーク 栗下　直也／著 J 30 ｸﾘ

１３歳からの図解でなるほど地政学 村山　秀太郎／監修 J 31 ｼﾕ

１０歳から読める・わかるいちばんやさしい刑法 和田　俊憲／著 J 32 ﾜﾀ

ＳＤＧｓのサバイバル 韓　賢東／絵 J 33 ｴｽ

カメラにうつらなかった真実 エリザベス・パートリッジ／文 J 33 ﾊﾄ

これでかせげる！？激レアおしごとファイル カルロス矢吹／文 J 36 ｶﾙ

ちびまる子ちゃんの仕事の見つけかた さくら　ももこ／キャラクター原作 J 36 ﾁﾋ

大迫力！戦慄の都市伝説大百科 朝里　樹／監修 J 38 ﾀｲ

ドラゴン最強王図鑑 健部　伸明／監修 J 38 ﾄﾗ

幻獣（モンスター）最強王図鑑 健部　伸明／監修 J 38 ﾓﾝ

ものの見かたが変わる１０歳からのＱ＆Ａ ＮＨＫ「子ども科学電話相談」制作班／編 J 40 ﾓﾉ

竜巻のサバイバル リメ／文 J 45 ﾘﾒ

光るマウスが未来をかえる 森川　成美／作 J 46 ﾓﾘ

認知症のわたしから、１０代のあなたへ さとう　みき／著 J 49 ｻﾄ

トンネルのサバイバル パク　ソンイ／文 J 51 ﾊｸ

かんたん♡ラブリーときめきお菓子レッスンスペシャル 福本　美樹／監修 J 59 ｶﾝ

ミラクルハッピーはじめてのお菓子レシピＤＸ 齋藤　真紀／レシピ J 59 ｻｲ

わくわく手芸部　４ ミカ／著 J 59 ﾐｶ 

わくわく手芸部　５ ミカ／著 J 59 ﾐｶ 

わくわく手芸部　６ ミカ／著 J 59 ﾐｶ 

かいけつゾロリのおやじギャグ＆なぞなぞ大じてん 原　ゆたか／原作 J 80 ｶｲ

児童文学 およぐ！ 麻生　かづこ／作 J 913 ｱｿ

かがみのなかのボクとぼく あんず　ゆき／作 J 913 ｱﾝ

モンスター・ホテルでうたいましょう 柏葉　幸子／作 J 913 ｶｼ

おばけのアッチ　チとキがいない！ 角野　栄子／さく J 913 ｶﾄ

千に染める古の色 久保田　香里／著 J 913 ｸﾎ

私立探検家学園　２ 斉藤　倫／著 J 913 ｻｲ 

いちねんじゅうおばけずかん 斉藤　洋／作 J 913 ｻｲ

こえてくる者たち 斉藤　洋／作 J 913 ｻｲ

カステラアパートのざらめさん 島村　木綿子／作 J 913 ｼﾏ

エツコさん 昼田　弥子／作 J 913 ﾋﾙ

秘密に満ちた魔石館　４ 廣嶋　玲子／作 J 913 ﾋﾛ 

はんぴらり！　７ 廣嶋　玲子／作 J 913 ﾋﾛ 

ふしぎな図書館とやっかいな相棒 廣嶋　玲子／作 J 913 ﾋﾛ

５分で読書 藤崎　珠里／著 J 913 ﾌｼ

いつか空の下で 堀　直子／作 J 913 ﾎﾘ

願いがかなうふしぎな日記　〔２〕 本田　有明／著 J 913 ﾎﾝ 

ピースがうちにやってきた 村上　しいこ／文 J 913 ﾑﾗ

ほしとそらのしたで 矢崎　節夫／作 J 913 ﾔｻ

マジカルカレンダー　１ 吉野　万理子／作 J 913 ﾖｼ 

２番めにすき 吉野　万理子／作 J 913 ﾖｼ

妖怪コンビニ　２ 令丈　ヒロ子／作 J 913 ﾚｲ 

子どもお悩み相談会 角田　光代／著 J 914 ｺﾄ

動物探偵ミア ダイアナ・キンプトン／作 J 93 ｷﾝ

ガリバーのむすこ マイケル・モーパーゴ／作 J 93 ﾓﾊ

箱舟に８時集合！ ウルリヒ・フーブ／作 J 94 ﾌﾌ

トロリーナとペルラ ドナテッラ・ヅィリオット／作 J 97 ｽｲ

絵本 おうちすいえいたいかい 二宮　由紀子／文 E ｱｵ

あきのおわりのてんこうせい ジャン‐リュック・アングルベール／さく E ｱﾝ

オニとワニ ねじめ　正一／文 E ｲｲ
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まほうのともだちベンチ ウェンディ・メドゥール／ぶん E ｲﾇ

いちごハウスのおくりもの 村中　李衣／作 E ｴｶ

月夜の晩のとおり雨 大野　隆介／作 E ｵｵ

ねむねむねねん 天野　慶／ぶん E ｵﾅ

ウマと話すための７つのひみつ 河田　桟／文と絵 E ｶﾜ

色とりどりのぼくのつめ アリシア・アコスタ／文 E ｸｽ

ブラディとトマ シャルロット・ベリエール／文 E ｹﾒ

ことばどんどん　たべもの 内田　麟太郎／文 E ｺﾄ
ちいさなちいさなこねこをさがして さかい　さちえ／〔作〕 E ｻｶ

ちいさなちいさなひみつのたから さかい　さちえ／〔作〕 E ｻｶ

まじょねこマーニャまほうのゆびわ さかい　さちえ／作・絵 E ｻｶ

サンチャイルド・ビッグサイエンス　２０２３－１ E ｻﾝ

レイチェル・カーソン物語 ステファニー・ロス・シソン／文・絵 E ｼｿ

さんぽにいったバナナ すずき　けんじ／さく E ｽｽ

サンタクロースがうまれた日 アラン・スノウ／作 E ｽﾉ

おばあちゃんへのおくりもの レイン・スミス／作 E ｽﾐ

どんないえにすみたい？ ジョージ・メンドーサ／文 E ｽﾐ

どうぶつどっちからよんでも　たぶんぶた 本村　亜美／文 E ﾀｶ

ニットやさんのムームー タカハシ　カオリ／作 E ﾀｶ

ニワトリぐんだん 風木　一人／作 E ﾀｶ

ようかいむらのうきうきクリスマス たかい　よしかず／作・絵 E ﾀｶ

ペティおばさんの台所 竹中　マユミ／〔作〕 E ﾀｹ

２０ぴきのおしょうがつ たしろ　ちさと／作　絵 E ﾀｼ

まよなかのゆうえんち ギデオン・ステラー／作 E ﾃｲ

ポッポーきかんしゃゆきさんぽ とよた　かずひこ／著 E ﾄﾖ

みかんくんがね… とよた　かずひこ／さく・え E ﾄﾖ

げんきになったよこりすのリッキ 竹下　文子／文 E ﾄﾘ

アントンせんせいこまったときはおたがいさま 西村　敏雄／作 E ﾆｼ

あらしとわたし ジェイン・ヨーレン／ぶん E ﾊｳ

へいおまち！ 彦坂　有紀／作 E ﾋｺ

ぼくんちのおべんとう 志茂田　景樹／作 E ﾋﾗ

ちいさなちいさなヤクのガーティ ルー・フレイザー／文 E ﾋﾝ

空からふってきたおくりもの テリー・ファン／作 E ﾌｱ

ふゆのコートをつくりに 石井　睦美／文 E ﾌｶ

きをつけて，ブルーノ！ ホセ・カルロス・アンドレス／文 E ﾌﾗ

１００ぴきかぞく 古沢　たつお／さく E ﾌﾙ

アグネスさんとわたし ジュリー・フレット／文・絵 E ﾌﾚ

もちどろぼうとおまわりさん へんみ　あやか／作 E ﾍﾝ

点 ジャンカルロ・マクリ／文・絵 E ﾏｸ

のりもののーせてのせて 三浦　太郎／作 E ﾐｳ

プーとポーのおはなしきかせて ムカゴンズ／さく E ﾑｶ

世界はこんなに美しい エイミー・ノヴェスキー／文 E ﾓｽ

おばけのしかえし 内田　麟太郎／文 E ﾔﾏ

交通安全大王 よしなが　こうたく／さく E ﾖｼ

きみだけの夜のともだち セング・ソウン・ラタナヴァン／作 E ﾗﾀ
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