
1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 人名 請求記号

参考資料 世界の仮面文化事典 吉田　憲司／編者代表 R 386.8 ｾｶ

地図の事典 日本地図学会／監修 R 448 ﾁｽ

ＡＰＧ牧野植物図鑑　１ 〔牧野　富太郎／著〕 R 470 ﾏｷ 1

ＡＰＧ牧野植物図鑑　２ 〔牧野　富太郎／著〕 R 470 ﾏｷ 2

総記 最新ネットのキーワード図鑑 島袋　コウ／監修 007 ｻｲ

司書名鑑 岡本　真／編著 010 ｵｶ

「一万円選書」でつながる架け橋 岩田　徹／著 024 ｲﾜ

哲学 心の容量（キャパ）が増えるメンタルの取扱説明書 エマ・ヘップバーン／著 146.8 ﾍﾂ

宗教 スピリチュアルメッセージ　〔１〕 江原　啓之／著 147 ｴﾊ 1

和尚さんの一分で心を整えることば 名取　芳彦／著 188 ﾅﾄ

歴史 暗殺から読む世界史 ジョン・ウイッティントン／著 209 ｳｲ

〈福山市赤坂町〉福山市史跡イコーカ山古墳第１次調査報告書 福山市教育委員会／編 217.6 ﾌｸ 45

〈福山市賀茂町〉広島県史蹟猪ノ子古墳調査報告書 福山市教育委員会／編 217.6 ﾌｸ 47

満洲国グランドホテル 平山　周吉／著 222 ﾋﾗ

１０２歳、一人暮らし。 石井　哲代／著 289.1 ｲｼ

橋下徹の研究 百田　尚樹／著 289.1 ﾊｼ

三流シェフ 三國　清三／著 289.1 ﾐｸ

岡山・倉敷　’２３ 昭文社 291.7 ｵｶ 23

広島の教科書 JTBパブリッシング 291.7 ﾋﾛ

愛媛　〔２０２２〕 昭文社 291.8 ｴﾋ 22

るるぶ長崎　’２４ JTBパブリッシング 291.9 ﾙﾙ 24

社会科学 １３歳からの地政学 田中　孝幸／著 312.9 ﾀﾅ

「争い」入門 ニキー・ウォーカー／著 319.8 ｳｵ

ボーダー 佐々　涼子／著 329.9 ｻｻ

１０倍株の思考法 ろくすけ／著 338.1 ﾛｸ

未来記念日　２０２３～２０３２ 日外アソシエーツ株式会社／編集 386.9 ﾐﾗ

グリムドイツ伝説集 グリム兄弟／編著 388.3 ｸﾘ

自然科学 イラストでわかるやさしい物理学 カート・ベイカー／著 420 ﾍｲ

ＯＣＥＡＮ　ＬＩＦＥ スミソニアン協会／監修 468 ｵｼ

野草譜 奥田　實／著 472 ｵｸ

タコのはなし 池田　譲／著 484 ｲｹ

カラダのすべてを肛門は知っている 赤羽根　拓弥／監修 491.3 ｶﾗ

不安なモンロー、捨てられないウォーホル クラウディア・カルブ／著 493.7 ｶﾙ

よくわかるｉＮＰＨ〈特発性正常圧水頭症〉 鮫島　直之／著 493.7 ｻﾒ

教養としての精神医学 松崎　朝樹／著 493.7 ﾏﾂ

ぼけの壁 和田　秀樹／著 493.7 ﾜﾀ

０歳からのおうち矯正 鈴木　設矢／著 497.7 ｽｽ

７０歳から一気に老化する人しない人 和田　秀樹／著 498.3 ﾜﾀ

管理栄養士さんが考えた妊娠・授乳中の気になる症状改善レシピ２００ 岡本　正子／著 498.5 ｵｶ

１日１杯血液のおそうじスープ 栗原　毅／著 498.5 ｸﾘ

技術 建造物塗装彩色史の研究 北野　信彦／著 521 ｷﾀ

図解でわかる１４歳からの金融リテラシー 社会応援ネットワーク／著 591 ｽｶ

実践！はじめてのホームファイリング 長野　ゆか／著 591 ﾅｶ

パックン式お金の育て方 パトリック・ハーラン／著 591 ﾊﾗ

産業 君のいた時間 伊集院　静／著 645 ｲｼ

こんぺいとみそ 花江　夏樹／著 645 ﾊﾅ

芸術 合戦図 中根　千絵／編 721 ｶﾂ

スポーツ ピーナッツ大図鑑 サイモン・ビークロフト／著 726 ﾋｸ

日々臆測 ヨシタケ　シンスケ／著 726 ﾖｼ
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Ｓｔａｒｒｙ　Ｎｉｇｈｔｓ ＫＡＧＡＹＡ／著 748 ｶｶ

かんたんおりがみ百科 主婦の友社／編 754 ｶﾝ

エコクラフトで作る暮らしのかごと小物の部屋 丹野　安祐子／著 754 ﾀﾝ

ジャズ・スタンダード テッド・ジョイア／〔著〕 764 ｼﾖ

「挫折」というチカラ 原　晋／著 782.3 ﾊﾗ

言語 私立文章女学院 加藤　道子／テキスト 816 ｶﾄ

ブログライティングの教科書 中島　大介／著 816 ﾅｶ

文学 このミステリーがすごい！　２０２３年版 『このミステリーがすごい！』編集部／編 901 ｺﾉ 23

リンボウ先生のなるほど古典はおもしろい！ 林　望／著 910.2 ﾊﾔ

負けない人生 古川　智映子／著 910.2 ﾌﾙ

風を紡ぐ あさの　あつこ／著 913.6 ｱｻ

植物少女 朝比奈　秋／著 913.6 ｱｻ

大江戸奇巌城 芦辺　拓／著 913.6 ｱｼ

あかあかや明恵 梓澤　要／著 913.6 ｱｽ

何食わぬきみたちへ 新　胡桃／著 913.6 ｱﾗ

くれないの姫 有馬　美季子／著 913.6 ｱﾘ 04

番所医はちきん先生休診録　４ 井川　香四郎／〔著〕 913.6 ｲｶ 4

番所医はちきん先生休診録　５ 井川　香四郎／〔著〕 913.6 ｲｶ 5

ケチる貴方 石田　夏穂／著 913.6 ｲｼ

標本作家 小川　楽喜／著 913.6 ｵｶ

川崎警察下流域 香納　諒一／著 913.6 ｶﾉ

書楼弔堂　待宵 京極　夏彦／著 913.6 ｷﾖ

開墾地 グレゴリー・ケズナジャット／著 913.6 ｹｽ

老中 小杉　健治／著 913.6 ｺｽ 15

桜の下で 小杉　健治／著 913.6 ｺｽ 61

家康の血筋 近衛　龍春／著 913.6 ｺﾉ

つぎはぐ、さんかく 菰野　江名／著 913.6 ｺﾓ

審議官 今野　敏／著 913.6 ｺﾝ

荒ぶるや 佐伯　泰英／著 913.6 ｻｴ 09

市松師匠幕末ろまん黒髪 坂井　希久子／〔著〕 913.6 ｻｶ

猫にならって 佐川　光晴／著 913.6 ｻｶ

新・浪人若さま新見左近　１２ 佐々木　裕一／著 913.6 ｻｻ 12

たらしの城 佐々木　功／著 913.6 ｻｻ

荒地の家族 佐藤　厚志／著 913.6 ｻﾄ

冬の縁談 芝村　凉也／著 913.6 ｼﾊ 06

松雪先生は空を飛んだ　上 白石　一文／著 913.6 ｼﾗ 1

松雪先生は空を飛んだ　下 白石　一文／著 913.6 ｼﾗ 2

名探偵のいけにえ 白井　智之／著 913.6 ｼﾗ

令和その他のレイワにおける健全な反逆に関する架空六法 新川　帆立／著 913.6 ｼﾝ

隠し船の館 鈴木　英治／著 913.6 ｽｽ 49

グレイスレス 鈴木　涼美／著 913.6 ｽｽ

藍色ちくちく 高森　美由紀／著 913.6 ﾀｶ

パレードのシステム 高山　羽根子／著 913.6 ﾀｶ

残照 田中　芳樹／著 913.6 ﾀﾅ

西国の宝船 千野　隆司／著 913.6 ﾁﾉ 23

答えは市役所３階に 辻堂　ゆめ／著 913.6 ﾂｼ

夢の終幕 堂場　瞬一／著 913.6 ﾄｳ 2

東大に名探偵はいない 市川　憂人／著 913.6 ﾄｳ

浮遊 遠野　遥／著 913.6 ﾄｵ
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クラックアウト 長沢　樹／〔著〕 913.6 ﾅｶ

木挽町のあだ討ち 永井　紗耶子／著 913.6 ﾅｶ

祝祭のハングマン 中山　七里／著 913.6 ﾅｶ

異分子の彼女 西澤　保彦／著 913.6 ﾆｼ

バスに集う人々 西村　健／著 913.6 ﾆｼ

間借り鮨まさよ 原　宏一／著 913.6 ﾊﾗ

お多福 藤井　邦夫／著 913.6 ﾌｼ 18

数学の女王 伏尾　美紀／著 913.6 ﾌｼ

香港陥落 松浦　寿輝／著 913.6 ﾏﾂ

よき時を思う 宮本　輝／著 913.6 ﾐﾔ

ある愛の寓話 村山　由佳／著 913.6 ﾑﾗ

不思議カフェＮＥＫＯＭＩＭＩ 村山　早紀／著 913.6 ﾑﾗ

今日はいい天気ですね。 群　ようこ／〔著〕 913.6 ﾑﾚ

チーズ屋マージュのとろける推理 森　晶麿／著 913.6 ﾓﾘ

固結び 山本　一力／著 913.6 ﾔﾏ

吉原饗宴 菊池　仁／編 913.6 ﾖｼ

巻頭随筆百年の百選 文藝春秋／編 914.6 ｶﾝ

９０歳の人間力 外山　滋比古／著 914.6 ﾄﾔ

銀座に住むのはまだ早い 小野寺　史宜／著 915.6 ｵﾉ

児童書 放課後の読書クラブ 小手鞠　るい／著 J 01 ｺﾃ

学校では教えてくれない生活保護 雨宮　処凛／著 J 36 ｱﾏ

きみの人生はきみのもの 谷口　真由美／著 J 36 ﾀﾆ

すごすぎる天気の図鑑 荒木　健太郎／著 J 45 ｱﾗ

もっとすごすぎる天気の図鑑 荒木　健太郎／著 J 45 ｱﾗ

きょうりゅう Gakkenn J 45 ｷﾖ

こんちゅう Gakkenn J 48 ｺﾝ

昆虫記すばらしきフンコロガシ ジャン＝アンリ・ファーブル／作 J 48 ﾌｱ

昆虫世界のサバイバル　１ 洪　在徹／文 J 48 ﾎﾝ 1

１０代のためのココロとカラダの整え方 吉田　誠司／監修 J 49 ｼﾕ

知らなかった！おなかのなかの赤ちゃん図鑑 増崎　英明／監修 J 49 ｼﾗ

人の体のつくりとはたらき大研究　２ 奈良　信雄／監修 J 49 ﾋﾄ 2

人の体のつくりとはたらき大研究　３ 奈良　信雄／監修 J 49 ﾋﾄ 3

じぶんでよめるのりものずかん 成美堂出版編集部／編著 J 53 ｼﾌ

たべもの 瀬尾　知子／監修 J 59 ﾀﾍ

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／編 J 59 ﾊｼ

きちんと伝わる手紙の書きかた　３ 手紙の書きかた研究会／編 J 81 ｷﾁ 3

３語で話せる！英語で日本を紹介しよう　１ 大門　久美子／編著 J 83 ﾀｲ 1

３語で話せる！英語で日本を紹介しよう　２ 大門　久美子／編著 J 83 ﾀｲ 2

３語で話せる！英語で日本を紹介しよう　３ 大門　久美子／編著 J 83 ﾀｲ 3

児童文学 だれもみえない教室で 工藤　純子／著 J 913 ｸﾄ

晴さんのにぎりずし 佐川　芳枝／作 J 913 ｻｶ

あずきの絆 高森　美由紀／作 J 913 ﾀｶ

そらのことばが降ってくる 高柳　克弘／作 J 913 ﾀｶ

ふたごチャレンジ！　〔１〕 七都　にい／作 J 913 ﾅﾅ 1

ふたごチャレンジ！　２ 七都　にい／作 J 913 ﾅﾅ 2

ふたごチャレンジ！　３ 七都　にい／作 J 913 ﾅﾅ 3

ふたごチャレンジ！　４ 七都　にい／作 J 913 ﾅﾅ 4

かいけつゾロリきょうりゅうママをすくえ！ 原　ゆたか／さく・え J 913 ﾊﾗ

どすこい！ 森埜　こみち／作 J 913 ﾓﾘ
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おとなになれたら ニキ・コーンウェル／作 J 93 ｺﾝ

ロミオとジュリエット シェイクスピア／作 J 93 ｼｴ

ディス・イズ・マイ・トゥルース ヤスミン・ラーマン／作 J 93 ﾗﾏ

パップという名の犬 ジル・ルイス／作 J 93 ﾙｲ

雪の女王 アンデルセン／作 J 94 ｱﾝ

魔法つかいの弟子 ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ／作 J 94 ｹﾃ

怪盗ルパンさまよう死神 モーリス・ルブラン／作 J 95 ﾙﾌ

絵本 ホッキョクグマのプック あずみ虫／作 E ｱｽ

のっているのはだあれ？ 新井　洋行／作・絵 E ｱﾗ

のっているのはだあれ？ 新井　洋行／作・絵 E ｱﾗ

パライパンマンマ イ　ジウン／作・絵 E ｲ

国生みイザナギ　イザナミ 飯野　和好／文・絵 E ｲｲ

すうじのかくれんぼ いしかわ　こうじ／作・絵 E ｲｼ

バンバンバンバンバンソウコウ いとう　ひろし／作 E ｲﾄ

エリザとさくらのものがたり 小手鞠　るい／文 E ｵｵ

ねこのおふろや くさか　みなこ／文 E ｷﾀ

とんでやすんでかんがえて… 五味　太郎／〔作〕 E ｺﾐ

寓話に生きた人イソップ イアン・レンドラー／文 E ｻｶ

ちいさなちいさなうみのおさんぽ さかい　さちえ／〔作〕 E ｻｶ

ちいさなちいさなおかしのまち さかい　さちえ／〔作〕 E ｻｶ

ちいさなちいさなまほうのおしろ さかい　さちえ／〔作〕 E ｻｶ

つきよのアイスホッケー ポール・ハーブリッジ／文 E ｼｴ

ラッキーカレー シゲタ　サヤカ／作 E ｼｹ

かぼちゃスープのおふろ 柴田　ケイコ／作 E ｼﾊ

ぼくのともだちは、あたまにはながさいている ジャーヴィス／作 E ｼﾔ

せんろはつづくどこまでつづく 鈴木　まもる／文・絵 E ｽｽ

わたしがあんであげる せな　けいこ／作・絵 E ｾﾅ

性の絵本 たきれい／作 E ﾀｷ

こっちとあっち 谷川　俊太郎／文 E ﾋｶ

そつえんセブン もとした　いづみ／作 E ﾌｸ

わたしはどこでしょう？ 藤川　智子／作 E ﾌｼ

いつつごうさぎとゆきのもり まつお　りかこ／作・絵 E ﾏﾂ
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