
2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 臨床心理学中事典 野島　一彦／監修 R 146.0 ﾘﾝ

地域別災害年表事典　中国・四国編 日外アソシエーツ株式会社／編集 R 210.6 ﾁｲ

今がわかる時代がわかる世界地図　２０２３年版 成美堂出版編集部／編集 R 290.3 ｲﾏ

今がわかる時代がわかる日本地図　２０２３年版 成美堂出版編集部／編集 R 291.0 ｲﾏ

日本の島事典　上巻 長嶋　俊介／監修・編著 R 291.0 ﾆﾎ

日本の島事典　下巻 長嶋　俊介／監修・編著 R 291.0 ﾆﾎ

消防白書　令和４年版 総務省消防庁／編集 R 317.7 ｼﾖ 22

犯罪白書　令和４年版 法務省法務総合研究所／編集 R 326.3 ﾎｳ 22

民俗風俗図版レファレンス事典　民家・町並み・集落篇 日外アソシエーツ株式会社／編集 R 382.1 ﾐﾝ

総記 調べる技術 小林　昌樹／著 007 ｺﾊ

図解まるわかりＮＦＴのしくみ 大和総研フロンティア研究開発センター／著 007 ｽｶ

老年の読書 前田　速夫／著 019 ﾏｴ

哲学 アダム・スミス アダム・スミス／〔著〕 133 ｽﾐ

「静かな人」の戦略書 ジル・チャン／著 141.9 ｼﾙ

元国税専門官がこっそり教えるあなたの隣の億万長者 小林　義崇／著 159 ｺﾊ

ほどよく忘れて生きていく 藤井　英子／著 159 ﾌｼ

５０歳の壁誰にも言えない本音 河合　薫／著 159.7 ｶﾜ

老いを愛づる 中村　桂子／著 159.7 ﾅｶ

中高生の悩みが軽くなるヒント集めました。 葉一／著 159.7 ﾊｲ

歴史 「カノッサの屈辱」を３０秒で説明せよ。 おもしろ世界史学会／編 209 ｶﾉ

古代史の研究 津田　左右吉／著 210.3 ﾂﾀ

徳川家康の地政学 小和田　哲男／監修 210.4 ﾄｸ

２０の視点から見たヒトラーの真実と伝説　上 クロード・ケテル／著 289.3 ﾋﾄ

２０の視点から見たヒトラーの真実と伝説　下 クロード・ケテル／著 289.3 ﾋﾄ

社会科学 安倍晋三回顧録 安倍　晋三／著 312.1 ｱﾍ

在日韓国人になる 林　晟一／著 316.8 ﾊﾔ

ウクライナ戦争 小泉　悠／著 319.3 ｺｲ

ＳＤＧｓ用語辞典 小林　亮／監修 333.8 ｴｽ

日本に住んでる世界のひと 金井　真紀／文・絵 334.4 ｶﾅ

お金に働いてもらう！ほったらかし投資 杉原　杏璃／著 338.1 ｽｷ

家づくりのすべてがスラスラわかる本　２０２３ 365.3 ｲｴ 23

ざんねんな家づくりにしない事典 倉坪　茂親／著 365.3 ｸﾗ

娘が理解できません 岩井　俊憲／著 367.3 ｲﾜ

夫婦の関係はどうかわっていくのか 西野　理子／編著 367.3 ﾆｼ

哀しくも愛おしい「４０代おじさん」のリアル 前沢　裕文／著 367.5 ﾏｴ

おうち性教育はじめます　思春期と家族編 フクチ　マミ／著 367.9 ﾌｸ

あいつゲイだって 松岡　宗嗣／著 367.9 ﾏﾂ

親不孝介護 山中　浩之／著 369.2 ﾔﾏ

ジョン・デューイ 上野　正道／著 371.2 ｳｴ

令和の中学受験　２ 矢野　耕平／〔著〕 376.8 ﾔﾉ 

自然科学 得点アップ数学公式図鑑 あきとんとん／著 410.3 ｱｷ

手づくり二十四節気 平野　恵理子／著 449 ﾋﾗ

流されて生きる生き物たちの生存戦略 吉村　真由美／著 468 ﾖｼ

復元イラストでみる！人類の進化と旧石器・縄文人のくらし 工藤　雄一郎／編集 469 ﾌｸ

寿命が尽きる２年前 久坂部　羊／著 490.1 ｸｻ

治療効果アップにつながる患者のコミュニケーション力 宮原　哲／著 490.1 ﾐﾔ

発達障害の人が見ている世界 岩瀬　利郎／著 493.7 ｲﾜ

精神科医が語る発達障害のすべて 493.7 ｾｲ

ザ・パターン・シーカー サイモン・バロン＝コーエン／著 493.7 ﾊﾛ

隣の聞き取れないひと 五十嵐　大／著 496.6 ｲｶ

ネット時代のやってはいけない病院・医師選び 五十嵐　淳哉／著 498.1 ｲｶ

昭和の思い出間違い探し　１ 古賀　良彦／監修 498.3 ｼﾖ
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分類 タイトル 人名 請求記号
技術 ＪＲ姿を消した名車両・特急図鑑 松本　典久／文・監修 536 ﾏﾂ

８５歳、「好きなこと」を続けるごきげん暮らし 小畑　滋子／著 590.4 ｵﾊ

ウクライナの料理と歴史 オレナ・ブライチェンコ／著 596.2 ｳｸ

カレーと紅茶はスリランカ 596.2 ｶﾚ

ＴＨＥ　ＡＲＴ　ＡＮＤ　ＳＣＩＥＮＣＥ　ＯＦ　ＳＵＳＨＩ Ｊｕｎ　Ｔａｋａｈａｓｈｉ／著 596.2 ｼｱ

ウクライナの家庭料理 平野　顕子／著 596.2 ﾋﾗ

お金持ちは断捨離上手 やました　ひでこ／監修 597.5 ｵｶ

勝手に片付く部屋作り ｓａｍｉａ／著 597.5 ｻﾐ

あるものを活かして愛着のある部屋に育てる 本多　さおり／著 597.5 ﾎﾝ

人生が変わる片づけ術 村越　克子／著 597.5 ﾑﾗ

モノが減ると「運」が増える やました　ひでこ／著 597.5 ﾔﾏ

管理栄養士あおいさんの子ども完食！ママらく献立 あおい／著 599.3 ｱｵ

産業 使い切れない農地活用読本 農山漁村文化協会／編 611 ﾂｶ

野菜売り場の歩き方 青髪のテツ／著 626 ｱｵ

まんがでわかる畑の虫 木村　裕／監修 626 ﾏﾝ

保護犬・保護猫と暮らす。 坂上　忍／責任編集 645 ﾎｺ

ももと天空 ももと天空／著 645 ﾓﾓ

狩猟用語事典 『狩猟生活』編集部／編 659 ｼﾕ

追憶の秘境駅訪問記 牛山　隆信／著 686 ｳｼ

芸術 超かんたん！しんもと流マンガキャラの描き方 慎本　真／著 726 ｼﾝ

ｽﾎﾟｰﾂ だいじょうぶ。魔法は、こころに グレース・リー／イラスト 726 ﾘ

ニッポンとサッカー ショーン・キャロル／著 783.4 ｷﾔ

トランプゲーム大全〈２人用〉 田中．ＲＯＭ／著 797 ﾀﾅ

言語 音声学者、娘とことばの不思議に飛び込む 川原　繁人／著 801 ｶﾜ

言語はこうして生まれる モーテン・Ｈ．クリスチャンセン／著 801 ｸﾘ

やっぱり悩ましい国語辞典 神永　曉／著 810.4 ｶﾐ

教養としての上級語彙 宮崎　哲弥／著 814 ﾐﾔ

中国語は不思議 橋本　陽介／著 820 ﾊｼ

英語で書こう！ 朝日新聞出版／編著 830 ｴｲ

ねこネコ英語 コスモピア編集部／編 830 ﾈｺ

文学 めげずに生きていく佐藤愛子の言葉 桑原　晃弥／著 910.2 ｸﾜ

女を書けない文豪たち イザベラ・ディオニシオ／著 910.2 ﾃｲ

超訳芭蕉百句 嵐山　光三郎／著 911.3 ｱﾗ

覇王の轍 相場　英雄／著 913.6 ｱｲ

クワトロ・フォルマッジ 青柳　碧人／著 913.6 ｱｵ

ユア・プレゼント 青山　美智子／著 913.6 ｱｵ

朝星夜星 朝井　まかて／著 913.6 ｱｻ

神無島のウラ あさの　あつこ／著 913.6 ｱｻ

彼女はひとり闇の中 天祢　涼／著 913.6 ｱﾏ

猛き朝日 天野　純希／著 913.6 ｱﾏ

国盗り合戦　１ 稲葉　稔／著 913.6 ｲﾅ

僕の女を探しているんだ 井上　荒野／著 913.6 ｲﾉ

完全なる白銀 岩井　圭也／著 913.6 ｲﾜ

お菓子の船 上野　歩／著 913.6 ｳｴ

羊子と玲 植松　三十里／著 913.6 ｳｴ

逆転のバラッド 宇佐美　まこと／著 913.6 ｳｻ

がらんどう 大谷　朝子／著 913.6 ｵｵ

名残の袖 岡本　さとる／著 913.6 ｵｶ

元の黙阿弥 奥山　景布子／著 913.6 ｵｸ

君に光射す 小野寺　史宜／著 913.6 ｵﾉ

ゆうべの食卓 角田　光代／著 913.6 ｶｸ

月下の黒龍 神永　学／著 913.6 ｶﾐ
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分類 タイトル 人名 請求記号
黄色い家 川上　未映子／著 913.6 ｶﾜ

真珠とダイヤモンド　上 桐野　夏生／著 913.6 ｷﾘ

真珠とダイヤモンド　下 桐野　夏生／著 913.6 ｷﾘ

大雑把かつあやふやな怪盗の予告状 倉知　淳／著 913.6 ｸﾗ

黒猫を飼い始めた 講談社／編 913.6 ｸﾛ

名探偵のままでいて 小西　マサテル／著 913.6 ｺﾆ

ここにあるはずだったんだけど 佐々木　愛／著 913.6 ｻｻ

私小説 金原　ひとみ／編著 913.6 ｼｼ

60% 柴田　祐紀／著 913.6 ｼﾊ

ガウディの遺言 下村　敦史／著 913.6 ｼﾓ

恋とそれとあと全部 住野　よる／著 913.6 ｽﾐ

上流階級　其の４ 高殿　円／著 913.6 ﾀｶ

ラーメンカレー 滝口　悠生／著 913.6 ﾀｷ

残像に口紅を 筒井　康隆／著 913.6 ﾂﾂ

白ゆき紅ばら 寺地　はるな／著 913.6 ﾃﾗ

うつけ者　１ 東郷　隆／著 913.6 ﾄｳ

不可能な過去 堂場　瞬一／著 913.6 ﾄｳ

神様の定食屋　３ 中村　颯希／著 913.6 ﾅｶ

蝙蝠か燕か 西村　賢太／著 913.6 ﾆｼ

遠い空の下、僕らはおそるおそる声を出す 野中　ともそ／著 913.6 ﾉﾅ

Ｃｈａｎｇｅ　ｔｈｅ　Ｗｏｒｌｄ 秦　建日子／著 913.6 ﾊﾀ

ここが終の住処かもね 久田　恵／著 913.6 ﾋｻ

君が残した贈りもの 藤本　ひとみ／著 913.6 ﾌｼ

あなたはここにいなくとも 町田　そのこ／著 913.6 ﾏﾁ

４月１日のマイホーム 真梨　幸子／著 913.6 ﾏﾘ

三国志名臣列伝　蜀篇 宮城谷　昌光／著 913.6 ﾐﾔ

私たちはどこで間違えてしまったんだろう 美輪　和音／著 913.6 ﾐﾜ

野火の夜 望月　諒子／著 913.6 ﾓﾁ

星くずの殺人 桃野　雑派／著 913.6 ﾓﾓ

あわのまにまに 吉川　トリコ／著 913.6 ﾖｼ

折れない言葉　２ 五木　寛之／著 914.6 ｲﾂ

私のものではない国で 温　又柔／著 914.6 ｵﾝ

明日も一日きみを見てる 角田　光代／著 914.6 ｶｸ

誰が国家を殺すのか 塩野　七生／著 914.6 ｼｵ

好きになってしまいました。 三浦　しをん／著 914.6 ﾐｳ

迷宮遊覧飛行 山尾　悠子／著 914.6 ﾔﾏ

ダーク・アワーズ　上 マイクル・コナリー／〔著〕 933 ｺﾅ

ダーク・アワーズ　下 マイクル・コナリー／〔著〕 933 ｺﾅ

湖は知っている サンドラ・ブラウン／著 933 ﾌﾗ

児童書 ロボットは泣くのか？ 佐藤　まどか／作 J 00 ｻﾄ

１０代のうちに考えておきたい「なぜ？」「どうして？」 近藤　雄生／著 J 03 ｺﾝ

東大王からの挑戦！めざせ子ども東大王最強クイズ ＴＢＳテレビ「東大王」クイズ制作チーム／著 J 03 ﾄｳ

なぜ？がわかる！にゃんこ大戦争クイズブック　科学のぎもん編 ポノス株式会社／監修 J 03 ﾅｾ

徳川家康外伝 加来　耕三／企画・構成・監修 J 289 ﾄｸ

仕事の図鑑 藤田　晃之／監修 J 36 ｼｺ

ネズミなんびきでゾウになる？ トレイシー・ターナー／文 J 41 ﾀﾅ

もしも恐竜と話せたら ペズル／文 J 45 ﾍｽ

生きものは不思議 河出書房新社／編 J 46 ｲｷ

どっちが強い！？ピットブルｖｓオオヤマネコ ジノ／ストーリー J 48 ﾄﾂ

これからも、リッキーといっしょ 片川　優子／作 J 49 ｶﾀ

ドラえもん探究ワールドねむりと夢のふしぎ 藤子・Ｆ・不二雄／まんが J 49 ﾄﾗ

未来の給食、なに食べる？ 楠木　誠一郎／作 J 58 ｸｽ
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分類 タイトル 人名 請求記号
神永くんは知っている 神戸　遥真／作 J 59 ｺｳ

ミニトマトずかん 藤田　智／監修 J 62 ﾐﾆ

テーマパークのサバイバル ポドアルチング／文 J 68 ﾃﾏ

児童文学 ５分後に意外な結末ｅｘ 桃戸　ハル／編著 J 90 ｺﾌ

５分後に意外な結末ｅｘ 桃戸　ハル／編著 J 90 ｺﾌ

魔女のなみだのクッキー 草野　あきこ／作 J 913 ｸｻ

いちじくのはなし しおたに　まみこ／作 J 913 ｼｵ

絶望鬼ごっこ　〔１７〕 針　とら／作 J 913 ﾊﾘ

絶望鬼ごっこ　〔１８〕 針　とら／作 J 913 ﾊﾘ

絶望鬼ごっこ　〔１９〕 針　とら／作 J 913 ﾊﾘ

あした、弁当を作る。 ひこ・田中／著 J 913 ﾋｺ

バスを降りたら 眞島　めいり／著 J 913 ﾏｼ

つる子さんからの奨学金 まはら　三桃／作 J 913 ﾏﾊ

海のこびととウミガメ救出大作戦 サリー・ガードナー／作 J 93 ｶﾄ

グレッグのダメ日記　なんだって、やってやる！ ジェフ・キニー／作 J 93 ｷﾆ

起業家フェリックスは１２歳 アンドリュー・ノリス／著 J 93 ﾉﾘ

パフィン島の灯台守 マイケル・モーパーゴ／作 J 93 ﾓﾊ

絵本 うさぎのさとうくんあさひ 相野谷　由起／さく E ｱｲ

リッランとねこ イーヴァル・アロセニウス／作・絵 E ｱﾛ

おめんです　３ いしかわ　こうじ／作・絵 E ｲｼ

どうぶつたちのやさしいきもちって？ アン・ウィットフォード・ポール／ぶん E ｳｵ

おしえておしえてかわいいのだぁれ？ うらつか　りょうま／絵 E ｳﾗ

こねこのはなしではないおはなし ランドール・ド・セーヴ／作 E ｴﾘ

ごみしゅうしゅうしゃのぽいすけくん 正高　もとこ／作 E ｶﾏ

かまどろぼう 桂　文我／ぶん E ｷﾀ

木になろう！ マリア・ジャンフェラーリ／ぶん E ｻﾗ

サンチャイルド・ビッグサイエンス　２０２３－２ E ｻﾝ

カレーはあとのおたのしみ シゲタ　サヤカ／著 E ｼｹ

おにのパンツのそのあとは… 志村　まゆみ／作・絵 E ｼﾑ

どこでもタクシー 鈴木　まもる／さく・え E ｽｽ

すみっコぐらしをさがせ　あつまるとあんしんです編 主婦と生活社／編 E ｽﾐ

どうしてこわいの？ フラン・ピンタデーラ／文 E ｾﾝ

ぴょん 内田　麟太郎／作 E ﾀｶ

ボボンバボンボン 高畠　純／作・装丁 E ﾀｶ

ようかいむらのゆけゆけゆきがっせん たかい　よしかず／作・絵 E ﾀｶ

あなたがおなかのなかにいたとき せきや　ゆうこ／文 E ﾀｹ

みんなのいちねん たけうち　ちひろ／作 E ﾀｹ

そらまめくんのベッド なかや　みわ／さく・え E ﾅｶ

ペースメーカーってなんだろう？ ハリエット・ブランドル／作 E ﾌﾗ

ぼくのスカート ピーター・ブラウン／文・絵 E ﾌﾗ

ゆりかごになりたい、とヤナギは言った ベッテ・ウェステラ／文 E ﾌﾚ

アンパンマンともりのひみつ やなせ　たかし／作・絵 E ﾔﾅ

うみ ピレット・ラウド／作 E ﾗｳ

ぼくのこころがうたいだす！ アンドレア・ベイティー／作 E ﾛﾊ
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