
分類番号 書名 著者名 出版社

007 見るだけIT用語図鑑278 草野 俊彦 SBクリエイティブ

007.1 AIエンジニアになるには 丸山 恵 ぺりかん社

007.3 ディープフェイク ニーナ・シック 日経ナショナルジオグラフィック

007.6 アプリケーションエンジニアになるには 小杉 眞紀 ぺりかん社

143 よくわかる発達心理学 渡辺 弥生 ナツメ社

293.8 おいしいロシア　おかわり シベリカ子 イースト・プレス

302.2 池上彰の世界の見方 中国 池上 彰 小学館

310 超わかりやすく政治について教えてください 浜田 龍太郎 総合法令出版

312.1 百合子とたか子 岩本 美砂子 岩波書店

312.1
時給はいつも最低賃金、これって私のせいですか?
国会議員に聞いてみた。

和田 靜香 左右社

320 わたしの味方になる法律の話 遠藤 研一郎 大和書房

323.9 社会とつながる行政法入門 大橋 洋一 有斐閣

327.1 裁判官になるには 飯島 一孝 ぺりかん社

330 お金のむこうに人がいる 田内 学 ダイヤモンド社

338 お金の基本 杉山 敏啓 新星出版社

367.9 マンガでわかる思春期のわが子と話したい性のこと 直井 亜紀 新星出版社

369.2 マンガでわかる介護入門 上田 惣子 大和書房

369.2 道路を渡れない老人たち 神戸 利文 アスコム

369.3 図解身近にあふれる「自然災害」が3時間でわかる本 左巻 健男 明日香出版社

374.3 小学校教諭になるには 森川 輝紀 ぺりかん社

374.6 PTAモヤモヤの正体 堀内 京子 筑摩書房

376.3 ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー　2 ブレイディみかこ 新潮社

385.9 もっと!「育ちがいい人」だけが知っている 諏内 えみ ダイヤモンド社

450 トコトンやさしい地球学の本 西川 有司 日刊工業新聞社

493.2 図解最新医学でわかった突然死にならない方 高沢 謙二 エクスナレッジ

497.7 子育ての基本お口を育てよう! 中村 武仁 現代書林

498.3 おうちストレスをためない習慣 杉岡 充爾 クロスメディア・パブリッシング

498.3 男のヘルスマネジメント大全 石川 雅俊 クロスメディア・パブリッシング

498.6 コロナの世界を照らす50のやさしい物語 片野 優 宝島社

498.7 こども免疫教室 石原 新菜 日本実業出版社

498.9 日本人の死因の不都合な事実 岩瀬 博太郎 WAVE出版

519 最近、地球が暑くてクマってます。 水野 敬也 文響社

524.9 暴風雨の雨水侵入から建物を守る本 大塚 義久 セルバ出版

552 船体解剖図 プニップクルーズ 中村辰美 イカロス出版

591 お金・仕事・家事の不安がなくなる共働き夫婦最強の教科書内藤 眞弓 東洋経済新報社

一般書

２０２１年１１月新着図書　（１０月中に届いた本）



593.8 スカーフ、ストール、マフラーの巻き方 鈴木 香穂里 秀和システム

595.4 ヘアゴム1本でなんとかする 保科 真紀 KADOKAWA

596 生姜屋さんとつくったまいにち生姜レシピ こてら みや 池田書店

596.4 腸活オートミール弁当 工藤 あき 池田書店

596.8 いまさら聞けない箸の持ち方レッスン 中原 麻衣子 主婦の友社

599 おかあさんライフ。　毎日一緒におさんぽ編 たかぎ なおこ KADOKAWA

602.1 2027日本を変えるすごい会社 田宮 寛之 自由国民社

625.6 ブドウの鉢植え栽培 大森 直樹 創森社

646.8 いちばんよくわかる!インコの飼い方・暮らし方 青沼 陽子 成美堂出版

673.8 イオンを創った男 東海 友和 プレジデント社

789.3 試合で勝つ!剣道必勝の戦術60 鈴木 剛 メイツユニバーサルコンテンツ

【予約の多い一般書】

1位　老いの福袋

2位　ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー

3位 「育ちがいい人」だけが知っていること

分類番号 書名 著者名 出版社

913.6 さよならも言えないうちに 川口 俊和 サンマーク出版

913.6 すべての神様の十月　2 小路 幸也 PHP研究所

913.6 陽はまた昇る 倉阪 鬼一郎 光文社

913.6 炎上フェニックス 石田 衣良 文藝春秋

913.6 謁見 上田 秀人 KADOKAWA

913.6 民王　シベリアの陰謀 池井戸 潤 KADOKAWA

913.6 ブルースRed 桜木 紫乃 文藝春秋

913.6 結盟 上田 秀人 KADOKAWA

913.6 変な家 雨穴 飛鳥新社

913.6 ペッパーズ・ゴースト 伊坂 幸太郎 朝日新聞出版

921 詩人別でわかる漢詩の読み方・楽しみ方 鷲野 正明 メイツユニバーサルコンテンツ

【予約の多い小説・エッセイ】

1位　透明な螺旋

2位　琥珀の夏

3位　もういちど

文学、エッセイ、小説ほか



請求記号 書名 著者名 出版社

031 なぜ、穴を見つけるとのぞきたくなるの? 石川 幹人 朝日新聞出版

180 こども仏教 枡野 俊明 世界文化ブックス

289 小早川秀秋 加来 耕三 ポプラ社

289 杉原千畝 山田 せいこ ポプラ社

290 キャラ絵で学ぶ!世界の国図鑑 伊藤 賀一 すばる舎

383 古典がおいしい!平安時代のスイーツ 前川 佳代 かもがわ出版

404 ジュニア空想科学読本　16 柳田 理科雄 汐文社

430 ロウソクの科学 マイケル・ファラデー KADOKAWA

452 海について知っておくべき100のこと ジェローム・マーティン 小学館

501 再生可能エネルギーをもっと知ろう　1 安田 陽 岩崎書店

501 再生可能エネルギーをもっと知ろう　2 安田 陽 岩崎書店

501 再生可能エネルギーをもっと知ろう　3 安田 陽 岩崎書店

536 大阪の電車の顔図鑑 江口 明男 天夢人

606 2025年大阪・関西万博SDGsガイドブック 稲葉 茂勝 文研出版

610 ドラえもん探究ワールド食料とおいしさの未来 藤子・F・不二雄 小学館

694 通信会社図鑑 NTT東日本 日経BP

779 すぐにできる手品 ナポレオンズ 日東書院本社

796 5さいからはじめるしょうぎ 杉本 昌隆 日東書院本社

933 物語王さまとかじや ジェイコブ・ブランク 徳間書店

933 エヴィーのひみつと消えた動物たち マット・ヘイグ ほるぷ出版

933 世界を変えたキャンプ メアリー・ポープ・オズボーン KADOKAWA

Fイ おさるのゆめ いとう ひろし 講談社

Fキ のろいまんじゅう 桐生 環 フレーベル館

Fク 夜カフェ　10 倉橋 燿子 講談社

Fコ うさぎのマリーのフルーツパーラー 小手鞠 るい 講談社

Fシ なないろどうわ 真珠 まりこ アリス館

Fヒ ふしぎ駄菓子屋銭天堂　16 廣嶋 玲子 偕成社

Fム おばけガムをたべちゃった! むらい かよ ポプラ社

Fム 体育がある 村中 李衣 文研出版

Fモ 5分後に意外な結末Q 桃戸 ハル 学研プラス

【予約のある児童書】

1位　どっちが強い!?クロヒョウvsマンドリル

2位　どっちが強い!?X　7

3位　ふしぎ駄菓子屋銭天堂　16

児童書



請求記号 書名 著者名 出版社

Pオ オニのサラリーマン じごく・ごくらく運動 大島 妙子 福音館書店

Pク そらからおちてきてん ジョン・クラッセン クレヨンハウス

Pシ カピバラのだるまさんがころんだ 柴田 ケイコ 金の星社

Pス せんろはつづくにほんいっしゅう 鈴木 まもる 金の星社

Pト チリとチリリよるのおはなし どい かや アリス館

Pナ ぽすくまです! 坂井 治 白泉社

Pフ バーナバスのだいだっそう ファン・ブラザーズ 学研プラス

Pマ はにわくん まつなが もえ 絵本塾出版

Pミ おかあさんごめんなさい みやにし たつや 金の星社

Pヨ きらきらぼし ようふ ゆか ひさかたチャイルド

Pレ おさるのジョージうんどうかいにでる M.レイ 岩波書店

Pレ おさるのジョージとうひょうをする M.レイ 岩波書店

★ご希望の図書が貸出中のときは、予約をお受けいたします。
　「図書リクスト・予約」用紙にご記入のうえ、カウンターまでお申し込みください。

紙芝居、絵本


