
市立竹原書院図書館　電子図書 2020/11/20　新着

資料名 著者名 出版者 出版年月

<弱いロボット>の思考 （講談社現代新書） 岡田 美智男 著 講談社 2017.7

効率化オタクが実践する光速パソコン仕事術 ヨス 著 KADOKAWA 2018.4

大学4年間のデータサイエンスが10時間でざっと学べる 久野 遼平 著 KADOKAWA 2018.3

外資系投資銀行がやっている最速のExcel 熊野 整 著 KADOKAWA 2017.4

まんがでわかる親子で始めるプログラミング教育 バンタン未来のしごと研究所 著 KADOKAWA 2017.2

「考える力」をつける読書術 電子書籍版 （知的生きかた文庫） 轡田 隆史 著 三笠書房 2015.6

美しい暮らしをつくる本。 （マガジンハウスムック） マガジンハウス 2018.9

テストに出ない危機回避マニュアル （TO文庫） 危機回避マニュアル研究会 編著 TOブックス 2015.2

考える力の育て方 電子書籍版 （学校では教えてくれない大切なこと） オオタ ヤスシ マンガ・イラスト 旺文社 2017.8

1分自己肯定感 中島 輝 著 マガジンハウス 2020.4

人生がスッキリするモノ・時間・人間関係の整理術 デジタル版 あらかわ 菜美 著 KADOKAWA 2015.8

最高の生き方 ムーギー・キム 著 KADOKAWA 2019.3

要領がよくないと思い込んでいる人のための仕事術図鑑 F太 著 サンクチュアリ出版 2020.4

極端のすすめ 電子版 安井 元康 著 草思社 2018.8

ステキになりたい 電子書籍版 （学校では教えてくれない大切なこと） オオノ マサフミ マンガ・イラスト 旺文社 2015.11

歩くだけで不調が消える歩行禅のすすめ 塩沼 亮潤 著 KADOKAWA 2017.9

東京を1分間英語で案内できる本 デジタル版 リサ・ヴォート 著 KADOKAWA 2014.11

k.m.p.の、香港・マカオぐるぐる。 k.m.p. 著ブックデザイン 東京書籍 2020.4

ゼロからスタート!金城順之介の中小企業診断士1冊目の教科書 金城 順之介 著 KADOKAWA 2019.1

AI時代に輝く経営の教科書 電子版 吉村 慎吾 著 ダイヤモンド・ビジネス企画 2018.8

お金のこと 電子書籍版 （学校では教えてくれない大切なこと） 関 和之 マンガ・イラスト 旺文社 2015.8

保険の本 2020 （レタスクラブMOOK） KADOKAWA 2020.1

マンガでわかる最高の結果を引き出す心理交渉術 電子版 （扶桑社文庫） メンタリストDaiGo 著 扶桑社 2018.6

使える!うまくいく!おつきあい・気くばりマナーの便利帖 電子版 澤野 弘 監修 学研パブリッシング 2014.12

おひとりさま専用Walker 2019 （ウォーカームック） KADOKAWA 2018.12

夢のかなえ方 電子書籍版 （学校では教えてくれない大切なこと） 関 和之 マンガ・イラスト 旺文社 2017.8

身近な危険 電子書籍版 （学校では教えてくれない大切なこと） オオタ ヤスシ マンガ・イラスト 旺文社 2016.7

自衛隊防災BOOK マガジンハウス 編集 マガジンハウス 2018.8

うちの子は育てにくい子 アマミ モヨリ 著 KADOKAWA 2016.1

自分から片づけるようになる整理整頓 （親が知っておきたい大切なこと） 橋口 真樹子 監修 旺文社 2018.1

男の子に「厳しいしつけ」は必要ありません! 高祖 常子 著 KADOKAWA 2020.5

見たまま簡単結び方BOOK （SAKURA MOOK） 『見たまま簡単結び方BOOK』制作委員会 著 笠倉出版社 2013.1

ルールとマナー 電子書籍版 （学校では教えてくれない大切なこと） 関 和之 マンガ・イラスト 旺文社 2016.4

きほんのラッピング便利帳 電子版 包むファクトリー 監修 学研パブリッシング 2014.11

ジュニア空想科学読本 20 （角川つばさ文庫） 柳田 理科雄 著 KADOKAWA 2020.7
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なるほど!魚の漢字 電子版 （学研の図鑑LIVEビジュアルクイズ図鑑） 学研プラス 2019.3

血液型でわかるかかりやすい病気と対策 （FUSOSHA MOOK） 久住 英二 監修 扶桑社 2019.5

逆引き病気事典 （MAGAZINE HOUSE MOOK） マガジンハウス 2019.1

女性のADHD （健康ライブラリー） 宮尾 益知 監修 講談社 2016.5

あなたも、すぐできる!名医の健康法 （MAGAZINE HOUSE MOOK） マガジンハウス 2019.11

ねこ先生クウとカイに教わるぐっすり睡眠法 （MF comic essay） 宮咲 ひろ美 作画 KADOKAWA 2018.12

ライザップ式2週間ダイエットレシピ RIZAP株式会社 監修 日本文芸社 2018.3

医師が考案おかずみそ汁ダイエット 電子版 工藤 孝文 著 学研プラス 2019.3

免疫力が上がる食べ方 決定版 （MAGAZINE HOUSE MOOK） マガジンハウス 2016.1

ネットのルール 電子書籍版 （学校では教えてくれない大切なこと） 関 和之 マンガ・イラスト 旺文社 2016.7

ほんとうに必要なものしか持たない暮らし yukiko 著 KADOKAWA 2017.9

無印良品とはじめるミニマリスト生活 デジタル版 やまぐち せいこ 著 KADOKAWA 2016.2

フランス流お金をかけずに豊かに暮らす方法 デジタル版 （中経の文庫） 吉村 葉子 著 KADOKAWA 2014.7

料理片づけ掃除の時短習慣。 （MAGAZINE HOUSE MOOK） マガジンハウス 2019.11

手ぶらで生きる。 ミニマリストしぶ 著 サンクチュアリ出版 2018.5

超・家計簿術 大木 美子 著 彩図社 2018.7

部屋をおしゃれにリメイクする本 電子版 学研プラス 2018.8

さよならブスメイク すれみ 著 サンクチュアリ出版 2020.2

家庭料理100のきほん おいしい健康 編 マガジンハウス 2020.1

おいしい手作り保存食と常備菜 電子版 石澤 清美 著 学研パブリッシング 2015.5

藤井恵さんの体にいいごはん献立 電子版 藤井 恵 著 学研プラス 2017.4

きほんの料理レッスン （角川SSCムック） KADOKAWA 2016.3

藤井恵さんの体にいい和食ごはん 電子版 藤井 恵 著 学研プラス 2017.12

くり返し作りたい一生もの野菜レシピ 電子版 石原 洋子 著 学研プラス 2018.1

朝ラクおいしい!おかずの素弁当 電子版 （料理コレ1冊!） 吉田 瑞子 著 学研プラス 2016.2

朝つく弁当 電子版 （Gakken Hit Mook） 本田 明子 著 学研プラス 2017.6

いつでもサンドイッチ 電子版 学研パブリッシング 2015.8

パリ在住の料理人が教えるもらって嬉しいチョコレートレシピ えもじょわ 著 KADOKAWA 2019.11

志麻さんの気軽に作れる極上おやつ 志麻 著 マガジンハウス 2019.11

ミニマリスト、親の家を片づける やまぐち せいこ 著 KADOKAWA 2017.7

断捨離流素敵な出逢いがやってくるモノの捨て方 やました ひでこ 著 KADOKAWA 2014.3

50代からの自宅の片づけ実家の片づけ （扶桑社ムック） 桑原 紀子 監修 扶桑社 2016.1

シンプル収納のルール&アイデア 決定版 電子版 （学研ヒットムック） 学研プラス 2016.12

かんたん!あんしん!離乳食ベストレシピ365 電子版 （GAKKEN HIT MOOK） 小池 澄子 監修・指導 学研プラス 2019.5

プランターで寄せ植え野菜 電子版 （GAKKEN MOOK） 竹内 孝功 監修 学研プラス 2018.4
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もっと簡単で確実にふやせるさし木・つぎ木・とり木 最新版 高柳 良夫 著 日本文芸社 2018.11

毎日、牛まみれ 牛川 いぬお 著 KADOKAWA 2019.6

図解大学4年間のマーケティングが10時間でざっと学べる 阿部 誠 著 KADOKAWA 2018.3

絶対に行きたい!世界遺産120 デジタル版 （中経の文庫） アフロ 著 KADOKAWA 2016.4

図解いきなり絵がうまくなる本 （メディアファクトリー新書） 中山 繁信 著 KADOKAWA 2014.1

写真みたいな絵が描ける色鉛筆画 三上 詩絵 著 日本文芸社 2019.9

三銃士 電子版 （マンガジュニア名作シリーズ） アレクサンドル・デュマ 原作 学研教育出版 2014.9

お互い40代婚 （MF comic essay） たかぎ なおこ 著 KADOKAWA 2018.3

せまいぞドキドキ （SHINSUKE YOSHITAKE Illust Essay Books） ヨシタケ シンスケ 作 講談社 2015.1

結局できずじまい （SHINSUKE YOSHITAKE Illust Essay Books） ヨシタケ シンスケ 作 講談社 2015.1

百人一首ノート 今日 マチ子 著 KADOKAWA 2016.3

君の名は。 01 新海 誠 原作 KADOKAWA 2018.3

君の名は。 02 新海 誠 原作 KADOKAWA 2018.8

君の名は。 03 新海 誠 原作 KADOKAWA 2018.8

あるかしら書店 ヨシタケ シンスケ 著 ポプラ社 2017.6

生きていることを楽しんで デジタル版 （中経の文庫） ターシャ・テューダー 文 KADOKAWA 2016.9

いちずに一本道いちずに一ツ事 （角川e文庫） 相田 みつを 著 KADOKAWA/角川書店 2013.7

にんげんだもの 逢 （角川e文庫） 相田 みつを 著 KADOKAWA/角川書店 2012.2

にんげんだもの 道 （角川e文庫） 相田 みつを 著 KADOKAWA/角川書店 2012.2

カメラはじめます! こいし ゆうか 著 サンクチュアリ出版 2018.1

9匹のねこが暮らす森のカフェの12ケ月 ももとみらい 著 KADOKAWA 2017.4

カミキィの季節のおりがみ カミキィ 著 日本文芸社 2018.12

折り紙でつくる箱と袋もの 金杉 登喜子 著 日本文芸社 2019.4

新聞・雑誌で作るリハビリにも役立つ古紙クラフト 石上 正志 著 日本ヴォーグ社 2003.9

ジャズの名盤入門 （講談社現代新書） 中山 康樹 著 講談社 2013.4

ロックの歴史 （講談社現代新書） 中山 康樹 著 講談社 2014.9

昭和流行歌スキャンダル デジタル版 （新人物文庫） 島野 功緒 著 KADOKAWA 2013.1

マンガでわかる発達障害の僕が羽ばたけた理由 （中経☆コミックス） 栗原 類 著 KADOKAWA 2017.12

まんがNHKアスリートの魂 電子版 NHK「アスリートの魂」番組スタッフ 協力 学研プラス 2020.4

勝てるメンタル 原 晋 著 KADOKAWA 2019.3

今からでも始められる筋活 電子版 （Gakken HIT MOOK） 学研パブリッシング 2013.11

超ラジオ体操 電子版 谷本 道哉 著 扶桑社 2019.9

高校野球100年を読む （ポプラ新書） 小野 祥之 著 ポプラ社 2015.7

プロ野球名人たちの証言 （講談社現代新書） 二宮 清純 著 講談社 2014.5

お金をかけない!山登り&ソロキャンプ攻略本 かほなん 著 KADOKAWA 2020.7
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大人のための自転車通勤読本 電子版 松田 力 著 東京書籍 2013.12

相撲めし 琴剣 淳弥 著 扶桑社 2018.2

羽生善治監修子ども将棋入門 安次嶺 隆幸 著 新星出版社 2017.12

羽生善治監修子ども詰将棋チャレンジ!!220問 羽生 善治 監修 新星出版社 2018.1

藤井聡太の鬼手 電子版 書籍編集部 編 日本将棋連盟 2019.5

藤井聡太推薦!将棋が強くなる基本3手詰 電子版 書籍編集部 編 日本将棋連盟 2018.1

藤井聡太推薦!将棋が強くなる実戦1手詰 電子版 書籍編集部 編 日本将棋連盟 2018.1

藤井聡太 津江 章二 著 日本文芸社 2017.1

誰からも好かれるNHKの話し方 NHK放送研修センター・日本語センター 編 KADOKAWA 2016.9

中学入試でる順ポケでる国語漢字・熟語 4訂版 （POKEDERU series） 旺文社 2019.7

中学入試でる順ポケでる国語慣用句・ことわざ 4訂版 （POKEDERU series） 旺文社 2019.7

中学入試でる順ポケでる国語四字熟語、反対語・類義語 3訂版 （POKEDERU series） 旺文社 2019.7

図解中学・高校6年間の英語をこの1冊でざっと復習する 稲田 一 著 KADOKAWA 2017.8

中学3年間の英語を10時間で復習する本 デジタル版 （中経の文庫） 稲田 一 著 KADOKAWA 2016.5

英語のしくみ 新版 関山 健治 著 白水社 2014.4

できる人の英語勉強法 完全保存版 デジタル版 安河内 哲也 著 KADOKAWA 2014.4

脳科学的に正しい英語学習法 デジタル版 加藤 俊徳 著 KADOKAWA 2015.4

海外経験ゼロ。それでもTOEIC900点 宮下 裕介 著 扶桑社 2011.9

読むだけなるほど!英文法 電子版 南谷 三世 著 学研教育出版 2015.8

赤毛のアン （ラダーシリーズ） L.M.モンゴメリ 著 IBCパブリッシング 2008.9

イソップ物語 （ラダーシリーズ） イソップ 著 IBCパブリッシング 2005.8

ベスト・オブ・オー・ヘンリー （ラダーシリーズ） オー・ヘンリー 著 IBCパブリッシング 2005.8

シャーロック・ホームズの事件簿 （ラダーシリーズ） コナン・ドイル 著 IBCパブリッシング 2005.8

星の王子さま （ラダーシリーズ） サン=テグジュペリ 著 IBCパブリッシング 2007.7

不思議の国のアリス （ラダーシリーズ） ルイス・キャロル 著 IBCパブリッシング 2005.8

これ、英語でなんて言う? デジタル版 高橋 基治 著 KADOKAWA 2015.3

あらすじで読む世界の名著 No.1 デジタル版 小川 義男 編著 KADOKAWA/中経出版 2011.12

あらすじで読む世界の名著 No.2 デジタル版 小川 義男 編著 KADOKAWA/中経出版 2011.12

あらすじで読む世界の名著 No.3 デジタル版 小川 義男 編著 KADOKAWA/中経出版 2011.12

今はじめる人のための短歌入門 （角川ソフィア文庫） 岡井 隆 著 KADOKAWA 2013.11

金子兜太の俳句入門 （角川ソフィア文庫） 金子 兜太 著 KADOKAWA 2013.11

宮沢賢治詩集 （角川e文庫） 宮沢 賢治 著 KADOKAWA 2000.9

グラウンドの空 （角川e文庫） あさの あつこ 著 KADOKAWA/角川書店 2013.6

バッテリー 1 （角川e文庫） あさの あつこ 著 KADOKAWA/角川書店 2009.6

バッテリー 2 （角川e文庫） あさの あつこ 著 KADOKAWA/角川書店 2009.1
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バッテリー 3 （角川e文庫） あさの あつこ 著 KADOKAWA/角川書店 2009.11

バッテリー 4 （角川e文庫） あさの あつこ 著 KADOKAWA/角川書店 2010.5

バッテリー 5 （角川e文庫） あさの あつこ 著 KADOKAWA/角川書店 2010.6

バッテリー 6 （角川e文庫） あさの あつこ 著 KADOKAWA/角川書店 2010.7

カナデ、奏でます! 1 ようこそ☆一中吹奏楽部へ （角川つばさ文庫） ごとう しのぶ 作 KADOKAWA 2014.3

カナデ、奏でます! 2 ユーレイ部員さん、いらっしゃ〜い! （角川つばさ文庫） ごとう しのぶ 作 KADOKAWA 2014.3

悪いものが、来ませんように （角川e文庫） 芦沢 央 著 KADOKAWA 2016.8

64 下 横山 秀夫 著 文藝春秋 2015.2

64 上 横山 秀夫 著 文藝春秋 2015.2

クライマーズ・ハイ （文春ウェブ文庫） 横山 秀夫 著 文藝春秋 2006.1

陰の季節 横山 秀夫 著 文藝春秋 2013.1

動機 横山 秀夫 著 文藝春秋 2013.1

GOTH 僕の章 （角川e文庫） 乙一 著 KADOKAWA/角川書店 2013.7

GOTH 夜の章 （角川e文庫） 乙一 著 KADOKAWA/角川書店 2013.7

あの紫は 皆川 博子 著 パブリッシングリンク 2007.12

桜月夜に 皆川 博子 著 パブリッシングリンク 2007.12

薔薇 皆川 博子 著 パブリッシングリンク 2007.11

おまえじゃなきゃだめなんだ 角田 光代 著 文藝春秋 2015.1

ピンク・バス （角川e文庫） 角田 光代 著 KADOKAWA/角川書店 2007.1

空中庭園 （文春ウェブ文庫） 角田 光代 著 文藝春秋 2005.7

対岸の彼女 （文春ウェブ文庫） 角田 光代 著 文藝春秋 2008.3

父とガムと彼女 （文春ウェブ文庫） 角田 光代 著 文藝春秋 2012.4

一朝の夢 （文春ウェブ文庫） 梶 よう子 著 文藝春秋 2012.6

夢の花、咲く 梶 よう子 著 文藝春秋 2014.7

イニシエーション・ラブ （文春ウェブ文庫） 乾 くるみ 著 文藝春秋 2007.9

そして天使は微笑む 貫井 徳郎 著 パブリッシングリンク 2007.9

新月譚 貫井 徳郎 著 文藝春秋 2015.6

病んだ水 貫井 徳郎 著 パブリッシングリンク 2007.11

夜想 （文春ウェブ文庫） 貫井 徳郎 著 文藝春秋 2010.5

アイドル稼業、はじめました! （電撃文庫） 岩関 昻道 著 KADOKAWA 2017.5

鍵のかかった部屋 （角川e文庫） 貴志 祐介 著 KADOKAWA/角川書店 2012.5

黒い家 （角川ホラー文庫） 貴志 祐介 著 KADOKAWA/角川書店 2002.8

硝子のハンマー （角川e文庫） 貴志 祐介 著 KADOKAWA/角川書店 2012.1

パーク・ライフ （文春ウェブ文庫） 吉田 修一 著 文藝春秋 2005.2

横道世之介 （文春ウェブ文庫） 吉田 修一 著 文藝春秋 2012.11
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最後の息子 （文春ウェブ文庫） 吉田 修一 著 文藝春秋 2005.9

熱帯魚 （文春ウェブ文庫） 吉田 修一 著 文藝春秋 2005.6

曠吉の恋 （角川e文庫） 久世 光彦 著 KADOKAWA/角川書店 2013.2

海岸列車 下 （文春ウェブ文庫） 宮本 輝 著 文藝春秋 2013.4

海岸列車 上 （文春ウェブ文庫） 宮本 輝 著 文藝春秋 2013.4

胸の香り （文春ウェブ文庫） 宮本 輝 著 文藝春秋 2011.1

睡蓮の長いまどろみ 下 （文春ウェブ文庫） 宮本 輝 著 文藝春秋 2013.4

睡蓮の長いまどろみ 上 （文春ウェブ文庫） 宮本 輝 著 文藝春秋 2013.4

星々の悲しみ （文春ウェブ文庫） 宮本 輝 著 文藝春秋 2013.4

青が散る 下 （文春ウェブ文庫） 宮本 輝 著 文藝春秋 2013.4

青が散る 上 （文春ウェブ文庫） 宮本 輝 著 文藝春秋 2013.4

葡萄と郷愁 （文春ウェブ文庫） 宮本 輝 著 文藝春秋 2013.4

愉楽の園 （文春ウェブ文庫） 宮本 輝 著 文藝春秋 2013.4

彗星物語 （文春ウェブ文庫） 宮本 輝 著 文藝春秋 2013.4

ふるい怪談 （角川つばさ文庫） 京極 夏彦 作 KADOKAWA 2013.12

冥談 （角川e文庫） 京極 夏彦 著 KADOKAWA 2013.12

幽談 （角川e文庫） 京極 夏彦 著 KADOKAWA 2013.12

さいはての彼女 （角川e文庫） 原田 マハ 著 KADOKAWA/角川書店 2013.2

スイート・ホーム 原田 マハ 著 ポプラ社 2018.3

普通じゃない。 （角川e文庫） 原田 マハ 著 KADOKAWA/角川書店 2008.1

雪蟷螂 （電撃文庫） 紅玉 いづき 著 KADOKAWA 2014.8

あの夏、風の街に消えた （角川e文庫） 香納 諒一 著 KADOKAWA 2014.11

ただ去るが如く （角川e文庫） 香納 諒一 著 KADOKAWA 2014.11

タンポポの雪が降ってた （角川e文庫） 香納 諒一 著 KADOKAWA 2014.11

夜の海に瞑れ （角川e文庫） 香納 諒一 著 KADOKAWA 2014.12

偶人館の殺人 （角川e文庫） 高橋 克彦 著 KADOKAWA/角川書店 2003.2

春信殺人事件 （角川e文庫） 高橋 克彦 著 KADOKAWA/角川書店 2003.2

何も起きなかった （文春ウェブ文庫） 高樹 のぶ子 著 文藝春秋 2012.6

ワシントン封印工作 佐々木 譲 著 文藝春秋 2014.1

鉄騎兵、跳んだ 佐々木 譲 著 文藝春秋 2014.1

廃墟に乞う （文春ウェブ文庫） 佐々木 譲 著 文藝春秋 2012.5

@ベイビーメール （角川e文庫） 山田 悠介 著 KADOKAWA 2015.7

ほうき星 下 （角川e文庫） 山本 一力 著 KADOKAWA/角川書店 2012.2

ほうき星 上 （角川e文庫） 山本 一力 著 KADOKAWA/角川書店 2012.2

道三堀のさくら （角川e文庫） 山本 一力 著 KADOKAWA/角川書店 2013.1
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火天の城 （文春ウェブ文庫） 山本 兼一 著 文藝春秋 2009.8

春いくたび （角川e文庫） 山本 周五郎 著 KADOKAWA/角川書店 2013.2

美少女一番乗り （角川e文庫） 山本 周五郎 著 KADOKAWA/角川書店 2013.2

トワイライト （文春ウェブ文庫） 重松 清 著 文藝春秋 2012.9

めおと （角川e文庫） 諸田 玲子 著 KADOKAWA/角川書店 2013.2

山流し、さればこそ （角川e文庫） 諸田 玲子 著 KADOKAWA/角川書店 2013.2

偶然の祝福 （角川e文庫） 小川 洋子 著 KADOKAWA/角川書店 2013.2

刺繡する少女 （角川e文庫） 小川 洋子 著 KADOKAWA/角川書店 2013.2

猫を抱いて象と泳ぐ （文春ウェブ文庫） 小川 洋子 著 文藝春秋 2011.1

夜明けの縁をさ迷う人々 （角川e文庫） 小川 洋子 著 KADOKAWA/角川書店 2013.2

ナモナキラクエン （角川e文庫） 小路 幸也 著 KADOKAWA 2014.5

花咲小路一丁目の刑事 （ポプラ文庫） 小路 幸也 著 ポプラ社 2015.1

花咲小路三丁目のナイト （ポプラ文庫） 小路 幸也 著 ポプラ社 2018.12

花咲小路四丁目の聖人 （ポプラ文庫） 小路 幸也 著 ポプラ社 2013.1

花咲小路二丁目の花乃子さん （ポプラ文庫） 小路 幸也 著 ポプラ社 2017.12

点と線 （文春ウェブ文庫） 松本 清張 著 文藝春秋 2003.5

槍ケ岳開山 第4版 （文春ウェブ文庫） 新田 次郎 著 文藝春秋 2002.11

怒る富士 下 新田 次郎 著 文藝春秋 2014.11

怒る富士 上 新田 次郎 著 文藝春秋 2014.11

富士山頂 第2版 （文春ウェブ文庫） 新田 次郎 著 文藝春秋 2002.11

芙蓉の人 新田 次郎 著 文藝春秋 2014.6

劒岳 （文春ウェブ文庫） 新田 次郎 著 文藝春秋 2009.6

ごんぎつね・てぶくろを買いに （角川つばさ文庫） 新美 南吉 作 KADOKAWA 2014.3

戸村飯店青春100連発 （文春ウェブ文庫） 瀬尾 まいこ 著 文藝春秋 2012.5

L特急やくも殺人事件 （角川e文庫） 西村 京太郎 著 KADOKAWA/角川書店 2013.9

一千万人誘拐計画 （角川e文庫） 西村 京太郎 著 KADOKAWA/角川書店 2000.9

原子力船むつ消失事件 （角川e文庫） 西村 京太郎 著 KADOKAWA/角川書店 2004.3

十津川警部・怒りの追跡 下 （文春ウェブ文庫） 西村 京太郎 著 文藝春秋 2003.5

十津川警部・怒りの追跡 上 （文春ウェブ文庫） 西村 京太郎 著 文藝春秋 2003.5

消えたエース （角川e文庫） 西村 京太郎 著 KADOKAWA/角川書店 2004.3

特急ゆふいんの森殺人事件 （文春ウェブ文庫） 西村 京太郎 著 文藝春秋 2003.2

えんそくのおばけずかん （どうわがいっぱい） 斉藤 洋 作 講談社 2020.3

しょうがくせいのおばけずかん （どうわがいっぱい） 斉藤 洋 作 講談社 2019.11

みんなのおばけずかん （どうわがいっぱい） 斉藤 洋 作 講談社 2019.3

ルドルフとノラねこブッチー （児童文学創作シリーズ） 斉藤 洋 作 講談社 2020.6
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レストランのおばけずかん （どうわがいっぱい） 斉藤 洋 作 講談社 2019.7

ヴァージン・ロード 下 （角川e文庫） 赤川 次郎 著 KADOKAWA/角川書店 2010.8

ヴァージン・ロード 上 （角川e文庫） 赤川 次郎 著 KADOKAWA/角川書店 2010.8

殺人よ、さようなら （角川e文庫） 赤川 次郎 著 KADOKAWA/角川書店 2010.7

一刀斎夢録 下 浅田 次郎 著 文藝春秋 2013.1

一刀斎夢録 上 浅田 次郎 著 文藝春秋 2013.1

月のしずく （文春ウェブ文庫） 浅田 次郎 著 文藝春秋 2003.5

月島慕情 （文春ウェブ文庫） 浅田 次郎 著 文藝春秋 2010.8

壬生義士伝 下 （文春ウェブ文庫） 浅田 次郎 著 文藝春秋 2002.12

壬生義士伝 上 （文春ウェブ文庫） 浅田 次郎 著 文藝春秋 2002.12

姫椿 （文春ウェブ文庫） 浅田 次郎 著 文藝春秋 2004.3

輪違屋糸里 下 （文春ウェブ文庫） 浅田 次郎 著 文藝春秋 2011.12

輪違屋糸里 上 （文春ウェブ文庫） 浅田 次郎 著 文藝春秋 2011.12

死ぬまでに読んでおきたい太宰治 太宰 治 著 ユナイテッド・ブックス 2013.8

ステーシーズ （角川e文庫） 大槻 ケンヂ 著 KADOKAWA/角川書店 2013.2

縫製人間ヌイグルマー （角川e文庫） 大槻 ケンヂ 著 KADOKAWA/角川書店 2013.2

にっぽん怪盗伝 新装版 （角川e文庫） 池波 正太郎 著 KADOKAWA/角川書店 2013.1

あのとき始まったことのすべて （角川e文庫） 中村 航 著 KADOKAWA/角川書店 2013.6

きみはいい子 中脇 初枝 著 ポプラ社 2012.5

あなたの街の都市伝鬼! 1 電子特別版 （電撃文庫） 聴猫芝居 著 KADOKAWA/アスキー・メディアワークス 2013.7

あなたの街の都市伝鬼! 2 電子特別版 （電撃文庫） 聴猫芝居 著 KADOKAWA/アスキー・メディアワークス 2013.7

あなたの街の都市伝鬼! 3 電子特別版 （電撃文庫） 聴猫芝居 著 KADOKAWA/アスキー・メディアワークス 2013.7

独眼龍政宗 下 （角川e文庫） 津本 陽 著 KADOKAWA 2015.8

独眼龍政宗 上 （角川e文庫） 津本 陽 著 KADOKAWA 2015.8

L♥DK 1 （Kodansha Comics Deluxe） 渡辺 あゆ 原作・イラスト 講談社 2013.9

L♥DK 2 （Kodansha Comics Deluxe） 渡辺 あゆ 原作・イラスト 講談社 2015.7

将軍家の姫 デジタル版 （二見時代小説文庫） 藤 水名子 著 2018.2

大老の刺客 デジタル版 （二見時代小説文庫） 藤 水名子 著 2018.5

闇の傀儡師 下 （文春ウェブ文庫） 藤沢 周平 著 文藝春秋 2009.11

闇の傀儡師 上 （文春ウェブ文庫） 藤沢 周平 著 文藝春秋 2009.11

暁のひかり （文春ウェブ文庫） 藤沢 周平 著 文藝春秋 2007.2

日暮れ竹河岸 （文春ウェブ文庫） 藤沢 周平 著 文藝春秋 2007.1

又蔵の火 （文春ウェブ文庫） 藤沢 周平 著 文藝春秋 2006.9

いやしい鳥 藤野 可織 著 文藝春秋 2013.8

島原大変 白石 一郎 著 文藝春秋 2014.12
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暗鬼狩りの豪刀 （竹書房時代小説文庫） 幡 大介 著 竹書房 2013.12

公家断ちの凶刃 （竹書房時代小説文庫） 幡 大介 著 竹書房 2013.12

大奥の修羅 （竹書房時代小説文庫） 幡 大介 著 竹書房 2013.12

奉行討ちの懐剣 （竹書房時代小説文庫） 幡 大介 著 竹書房 2013.12

咎斬りの太刀 （竹書房時代小説文庫） 幡 大介 著 竹書房 2013.12

いのちのパレード 八束 澄子 著 講談社 2015.6

蕎麦屋の恋 （角川e文庫） 姫野 カオルコ 著 KADOKAWA/角川書店 2007.11

風のささやき （角川e文庫） 姫野 カオルコ 著 KADOKAWA 2015.9

妖談うしろ猫 （文春ウェブ文庫） 風野 真知雄 著 文藝春秋 2010.9

妖談うつろ舟 （文春ウェブ文庫） 風野 真知雄 著 文藝春秋 2014.3

妖談かみそり尼 （文春ウェブ文庫） 風野 真知雄 著 文藝春秋 2011.2

妖談さかさ仏 （文春ウェブ文庫） 風野 真知雄 著 文藝春秋 2011.9

妖談しにん橋 （文春ウェブ文庫） 風野 真知雄 著 文藝春秋 2011.6

妖談ひときり傘 （文春ウェブ文庫） 風野 真知雄 著 文藝春秋 2013.3

妖談へらへら月 （文春ウェブ文庫） 風野 真知雄 著 文藝春秋 2013.3

火宅の女-春日局 （角川e文庫） 平岩 弓枝 著 KADOKAWA/角川書店 2002.3

江戸の娘 新装版 （角川e文庫） 平岩 弓枝 著 KADOKAWA/角川書店 2012.6

女の四季 （角川e文庫） 平岩 弓枝 著 KADOKAWA/角川書店 2002.1

ドグラ・マグラ 下 （角川e文庫） 夢野 久作 著 KADOKAWA/角川書店 2000.9

ドグラ・マグラ 上 （角川e文庫） 夢野 久作 著 KADOKAWA/角川書店 2000.9

つるばら村のくるみさん （つるばら村シリーズ） 茂市 久美子 作 講談社 2019.2

つるばら村のはちみつ屋さん （つるばら村シリーズ） 茂市 久美子 作 講談社 2019.2

つるばら村のパン屋さん （つるばら村シリーズ） 茂市 久美子 作 講談社 2019.4

つるばら村の家具屋さん （つるばら村シリーズ） 茂市 久美子 作 講談社 2019.4

つるばら村の三日月屋さん （つるばら村シリーズ） 茂市 久美子 作 講談社 2019.4

つるばら村の大工さん （つるばら村シリーズ） 茂市 久美子 作 講談社 2019.4

つるばら村の魔法のパン （つるばら村シリーズ） 茂市 久美子 作 講談社 2019.1

つるばら村の洋服屋さん （つるばら村シリーズ） 茂市 久美子 作 講談社 2019.3

つるばら村の理容師さん （つるばら村シリーズ） 茂市 久美子 作 講談社 2019.3

アイドル生徒会! 電子版 （電子版ビーズログ文庫アリス） 木爾 チレン 著 KADOKAWA 2015.4

あまからカルテット 柚木 麻子 著 文藝春秋 2013.12

9S 1 （電撃文庫） 葉山 透 著 KADOKAWA 2014.3

9S 10 true side （電撃文庫） 葉山 透 著 KADOKAWA 2014.3

9S 11 true side （電撃文庫） 葉山 透 著 KADOKAWA 2014.3

9S 2 （電撃文庫） 葉山 透 著 KADOKAWA 2014.3
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9S 3 （電撃文庫） 葉山 透 著 KADOKAWA 2014.3

9S 4 （電撃文庫） 葉山 透 著 KADOKAWA 2014.3

9S 5 （電撃文庫） 葉山 透 著 KADOKAWA 2014.3

9S 6 （電撃文庫） 葉山 透 著 KADOKAWA 2014.3

9S 7 （電撃文庫） 葉山 透 著 KADOKAWA 2014.3

9S 8 （電撃文庫） 葉山 透 著 KADOKAWA 2014.3

9S 9 （電撃文庫） 葉山 透 著 KADOKAWA 2014.3

9S<ないんえす?>SS （電撃文庫） 葉山 透 著 KADOKAWA 2014.3

9S<ナインエス>memories （電撃文庫） 葉山 透 著 KADOKAWA 2014.3

そのノブは心の扉 劇団ひとり 著 文藝春秋 2014.5

お徳用愛子の詰め合わせ 佐藤 愛子 著 文藝春秋 2013.9

役に立たない人生相談 2 好きなようにやればいい。 佐藤 愛子 著 ポプラ社 2018.5

サイバラ式 （角川e文庫） 西原 理恵子 著 KADOKAWA 2013.1

甘味辛味 （文春ウェブ文庫） 藤沢 周平 著 文藝春秋 2013.2

周平独言 （文春ウェブ文庫） 藤沢 周平 著 文藝春秋 2012.11

「おじさん」的思考 （角川e文庫） 内田 樹 著 KADOKAWA/角川書店 2012.2

期間限定の思想 （角川e文庫） 内田 樹 著 KADOKAWA 2012.2

マリコ・ストリート （an・anの本） 林 真理子 著 マガジンハウス 2013.2

生きづらいと思ったら親子で発達障害でした （MF comic essay） モンズースー 著 KADOKAWA 2016.5

生きづらいと思ったら親子で発達障害でした 入園編 （MF comic essay） モンズースー 著 KADOKAWA 2017.9

シネマニア100 最強＆最愛のヒーロー映画100本 ＤＶＤ＆ブルーレイでーた編集部 KADOKAWA / エンターブレイン 201611

シネマニア100 本当におもしろい警察&スパイ映画100本 ＤＶＤ＆ブルーレイでーた編集部 KADOKAWA / エンターブレイン 201503

シネマニア100 本当にスゴい戦争映画100本 ＤＶＤ＆ブルーレイでーた編集部 KADOKAWA / エンターブレイン 201508

シネマニア100 本当に怖い映画100本 ＤＶＤ＆ブルーレイでーた編集部 KADOKAWA / エンターブレイン 201408

人気料理家自慢の肉レシピ ＥＳＳＥ編集部 扶桑社

Ｋｏｔｏさんのかしこい作りおき 伝説の家政婦 Ｋｏｔｏ 学研

まんが ＮＨＫアスリートの魂 サッカー香川真司 フィギュアスケート宮原知子 柔道野村忠宏 試練を乗りこえて ＮＨＫ「アスリートの魂」番組スタッフ／筑波大学　体育系教授　山田幸雄／岡本圭一郎／朝吹まり／岩元健一 学研

まんが ＮＨＫアスリートの魂 スキージャンプ高梨沙羅 競泳瀬戸大也 サッカー三浦知良 自分らしく前へ ＮＨＫ「アスリートの魂」番組スタッフ／筑波大学　体育系教授　山田幸雄／吉田博哉／神宮寺一／海野そら太 学研

まんが ＮＨＫアスリートの魂 野球田中将大 バドミントン高橋礼華・松友美佐紀 体操村上茉愛 信念をつらぬく ＮＨＫ「アスリートの魂」番組スタッフ／筑波大学　体育系教授　山田幸雄／高岩ヨシヒロ／春野まこと／東園子 学研

まんが ＮＨＫアスリートの魂 レスリング吉田沙保里 ラグビー五郎丸歩 体操白井健三 進化する技と心 ＮＨＫ「アスリートの魂」番組スタッフ／筑波大学　体育系教授　山田幸雄／上地優歩／海野そら太／高岩ヨシヒロ 学研

小さな草花でいろどる　リボン刺繍＆小物たち ｐｏｒｉｔｏｒｉｅ 日本文芸社

問いかける技術 ― 確かな人間関係と優れた組織をつくる エドガー・Ｈ・シャイン／金井壽宏／原賀真紀子 英治出版

プロ野球どうでもいい知識検定 カネシゲタカシ 扶桑社

夫のちんぽが入らない こだま 扶桑社

やせ筋トレ 姿勢リセット【電子特典付き】 とがわ　愛／坂井　建雄 KADOKAWA 202007

10/11



市立竹原書院図書館　電子図書 2020/11/20　新着

資料名 著者名 出版者 出版年月

本物の大富豪が教える金持ちになるためのすべて フェリックス・デニス／井口耕二 文響社

自衛隊防災BOOK　2 マガジンハウス／自衛隊／防衛省 マガジンハウス

寺嫁さんのおもてなし　和カフェであやかし癒やします 華藤　えれな／加々見　絵里 KADOKAWA 201709

教えられるほどよくわかる敬語ドリル 吉田裕子 笠倉出版社

作りおきダイエットおかず 金丸絵里加 学研

ガーデン・ロスト 紅玉　いづき KADOKAWA 201405

2ｉｎ1メソッドで腹筋を鍛え、お腹を凹ますトレーニング 荒尾裕文 新星出版社

七姫物語 高野　和／尾谷　おさむ KADOKAWA / アスキー・メディアワークス 201603

七姫物語 第五章　東和の模様 高野　和／尾谷　おさむ KADOKAWA / アスキー・メディアワークス 201603

七姫物語 第三章　姫影交差 高野　和／尾谷　おさむ KADOKAWA / アスキー・メディアワークス 201603

七姫物語 第四章　夏草話 高野　和／尾谷　おさむ KADOKAWA / アスキー・メディアワークス 201603

七姫物語 第二章　世界のかたち 高野　和／尾谷　おさむ KADOKAWA / アスキー・メディアワークス 201603

七姫物語 第六章　ひとつの理想【電子特別版】 高野　和／尾谷　おさむ KADOKAWA / アスキー・メディアワークス 201603

敬語手帳 山田敏世 新星出版社

鶏むね肉１００レシピ 市瀬悦子 学研

聖母の部隊 酒見賢一 アドレナライズ

レイカ　警視庁刑事部捜査零課 樹　のえる KADOKAWA 201502

手間をかけずに この「ほめ言葉」が聞こえるレシピ 小田真規子 文響社

ちょこっとだけ漬けもの いろんな味で少しだけつくる 沼津りえ 学研

こんがり、焼き菓子のシンプルレシピ 上田悦子 学研

妻の相談に乗ってはいけない　夫婦が仲良く／仲直りするためのコツ 織田隼人 学研

ぐうたら農法　病虫害がなくなる土の育て方 西村和雄 学研

はじめてでも必ず作れる 手づくりバッグのきほん 赤峰清香 日本文芸社

あずかりやさん 大山淳子 ポプラ社

あずかりやさん　桐島くんの青春 大山淳子 ポプラ社

本気でおいしい肉レシピ 大庭英子 学研

やみつき小鍋 大友育美 学研

ふたり暮らしのシニアごはん 中野佐和子 学研

短時間で作れる　麻ひもバッグと小物 日本文芸社 日本文芸社

野菜を食べるスープ 飛田和緒 学研
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