
分類番号 書名 著者名 出版社

015.2 100万回死んだねこ 福井県立図書館 講談社

049 絶滅危惧動作図鑑 藪本 晶子 祥伝社

159 人生でいちばん大切なことはグリム童話が教えてくれる 植西 聰 河出書房新社

209 今さら聞けない!世界史のキホンが2時間で全部頭に入る 馬屋原 吉博 すばる舎

210.1 復原模型で見る日本の歴史 五味 文彦 山川出版社

210.3 地図でスッと頭に入る平安時代 繁田 信一 昭文社

210.5 一冊でわかる江戸時代 大石 学 河出書房新社

291.5 愛知　[2021-2] 昭文社

291.5 名古屋ご近所さんぽ 溝口 常俊 風媒社

302.1 これが日本の正体! 池上 彰 大和書房

317.3 公務員をめざす人の本　'23年版 北里 敏明 成美堂出版

318.3 市役所ワンダーランド 長谷川 博樹 ゆいぽおと

318.6 わたしをつくるまちづくり 尾野 寛明 コールサック社

319.1 13歳からの日米安保条約 松竹 伸幸 かもがわ出版

335 中学生にもわかる会社の創り方・拡げ方・売り方 宮嵜 太郎 クロスメディア・パブリッシング

338.1 投資一年目のための経済と政治のニュースが面白いほどわかる本 崔 真淑 大和書房

366.4 給与明細から読み解くお金のしくみ 高橋 創 日東書院本社

369.2 障害をしゃべろう!　上巻 里見 喜久夫 青土社

369.2 障害をしゃべろう!　下巻 里見 喜久夫 青土社

378.2 わくわく!納得!手話トーク 松岡 和美 くろしお出版

378.8 特別支援が必要な子どもの進路の話 山内 康彦 WAVE出版

379.9 山中教授、同級生の小児脳科学者と子育てを語る 山中 伸弥 講談社

379.9 0～8歳までの子ども英語 平川 裕貴 彩図社

493.1 ウルトラ図解血液がん 神田 善伸 法研

493.1 貧血の人の基本の食事 鈴木 謙 学研プラス

493.2 リンパ浮腫に悩んだらすぐに読みたい本 辻 哲也 女子栄養大学出版部

493.4 膵臓がん・胆道がん 神澤 輝実 主婦の友社

493.8 コロナワクチン3回目打ちますか? 志賀 貢 幻冬舎

495.1 いちばん親切な更年期の教科書 高尾 美穂 世界文化ブックス

495.4 はじめての不妊治療 森本 義晴 主婦の友社

509.5 全図解メーカーの仕事 山口 雄大 ダイヤモンド社

519 マンガでわかる脱炭素 藤野 純一 池田書店

530 よくわかる最新機械工学の基本と仕組み 小峯 龍男 秀和システム

538.9 図解でわかる14歳からの宇宙活動計画 インフォビジュアル研究所 太田出版

593.4 ロックミシンってぶっちゃけ買ったほうがいいですか?　 主婦と生活社

２０２１年１２月新着図書　（１１月中に届いた本）

一般書



594.3 かわいいマスクカバー アップルミンツ

594.3 ノマドのニット サイチカ 小学館

595.4 髪のこと、これで、ぜんぶ。 佐藤 友美 かんき出版

596.7 理由がわかればもっとおいしい!カクテルを楽しむ教科書 渡邉 一也 ナツメ社

596.9 七厘の本 坂口 一真 スタジオタッククリエイティブ

625 おいしい果樹の育て方 野田 勝二 西東社

659 週末猟師 原田 祐介 徳間書店

673.3 お客様に嫌がられる接客喜ばれる接客 平山 枝美 日本実業出版社

675 儲かる会社はホームページが9割! 芝田 弘美 自由国民社

726.1 妻が口をきいてくれません 野原 広子 集英社

726.6 工藤ノリコBOOK 工藤 ノリコ 玄光社

784.3 スノーボードフリーラン最強テクニック 稲川 光伸 メイツユニバーサルコンテンツ

784.3 スキー上達セルフレッスン 藤本 剛士 メイツユニバーサルコンテンツ

816 日本語文章チェック事典 石黒 圭 東京堂出版

【予約の多い一般書】

1位　おかあさんライフ。　毎日一緒におさんぽ編

2位　「育ちがいい人」だけが知っていること

3位  ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー 2

分類番号 書名 著者名 出版社

913.6 舞風のごとく あさの あつこ 文藝春秋

913.6 武士の流儀　6 稲葉 稔 文藝春秋

913.6 たまごの旅人 近藤 史恵 実業之日本社

913.6 ボーダーライト 今野 敏 小学館

913.6 陰の人 佐伯 泰英 光文社

913.6 硝子の塔の殺人 知念 実希人 実業之日本社

913.6 スーパーカブ　3 トネ・コーケン KADOKAWA

913.6 スーパーカブ　4 トネ・コーケン KADOKAWA

913.6 スーパーカブ　5 トネ・コーケン KADOKAWA

913.6 言葉の園のお菓子番　2 ほしお さなえ 大和書房

913.6 ミカエルの鼓動 柚月 裕子 文藝春秋

916 カルト村の子守唄 高田 かや 文藝春秋

【予約の多い小説・エッセイ】

1位　透明な螺旋

2位　ミカエルの鼓動

3位　民王　シベリアの陰謀

文学、エッセイ、小説ほか



請求記号 書名 著者名 出版社

007 こどもプログラミング たにぐち まこと カンゼン

031 5さいのかがくしゃかいなぜ?なに?がわかる10のお話 世界文化ワンダークリエイト

031 はじまりはいつ?今につながるくらしと文化　生活 幸運社 汐文社

209 世界の歴史366 祝田 秀全 主婦の友社

291 ニッポンびっくり事典 こざき ゆう ポプラ社

312 オールカラーマンガでわかる!政治と選挙のしくみ 木村 草太 ナツメ社

317 警察のウラガワ 倉科 孝靖 学研プラス

333 SDGs入門 蟹江 憲史 岩波書店

392 はじめての防衛白書
防衛省大臣官房企画評価課

防衛白書作成事務室 日経印刷

404 まるで魔法のような本当の話 TERUKO くもん出版

404 どっちが強い!?X　9 エアーチーム KADOKAWA

404 どっちが強い!?X　10 エアーチーム KADOKAWA

404 ジュニア空想科学読本　17 柳田 理科雄 汐文社

498 病院のウラガワ 佐藤 昭裕 学研プラス

538 「はやぶさ2」のはるかな旅 的川 泰宣 小学館

645 小学生でも安心!はじめてのモルモット正しい飼い方・育て方 大庭 秀一 メイツユニバーサルコンテンツ

654 山火事のサバイバル　2 ポドアルチング 朝日新聞出版

724 かんたんレベルアップ絵のかきかた　1 女子美術大学付属高等学校 汐文社

724 かんたんレベルアップ絵のかきかた　2 女子美術大学付属高等学校 汐文社

724 かんたんレベルアップ絵のかきかた　3 女子美術大学付属高等学校 汐文社

830 なんで英語、勉強すんの? 鳥飼 玖美子 岩波書店

908 雌牛のブーコラ 東京子ども図書館 東京子ども図書館

909 10歳からの考える力が育つ20の物語 石原 健次 アスコム

933カ チョコレートタッチ パトリック・スキーン・キャトリング 文研出版

933モ アンの友だち L.M.モンゴメリ 講談社

Fイ かせいじんのおねがい いとう ひろし 童心社

Fイ 魔女のマジョランさん世界一まずいクッキー 石井 睦美 ポプラ社

Fイ 6年1組黒魔女さんが通る!!　15 石崎 洋司 講談社

Fオ からっぽになったキャンディのはこのおはな 大久保 雨咲 小峰書店

Fキ 願いを叶える雑貨店 黄昏堂　2 桐谷 直 PHP研究所

Fク 魔女みならいのキク 草野 あきこ PHP研究所

Fシ そらとうみとぐうちゃんと 椎名 誠 光村図書出版

Fフ まじょのナニーさん　8 藤 真知子 ポプラ社

Fム 資料室の日曜日 村上 しいこ 講談社

Fモ チイの花たば 森 絵都 岩崎書店

児童書



請求記号 書名 著者名 出版社

P アナと雪の女王 アレンデール城 小学館

Pア どーも あだち のりふみ クレヨンハウス

Pイ ほしじいたけほしばあたけ おにたいじはいちだいじ? 石川 基子 講談社

Pウ れいとうこのそこのおく うえだ しげこ 教育画劇

Pオ しっぽや 大島 妙子 こぐま社

Pタ ここからおいしいよかんがするよ たな パイインターナショナル

Pタ うちにパンダがいるよ 高畠 純 偕成社

Pタ たいそうするよ 高畠 純 光村教育図書

Pチ きつねのぱんとねこのぱん 長 新太 世界文化ワンダークリエイト

Pフ くぬぎのもりのどきどきはっぴょうかい ふくざわ ゆみこ アリス館

Pフ ねんねんころりん ふじもと のりこ 世界文化ワンダークリエイト

Pフ バスがきたよ 藤本 ともひこ ニコモ

Pマ えきべんとふうけい マメイケダ あかね書房

【予約のある児童書】

1位　ふしぎ駄菓子屋銭天堂　16

2位　どっちが強い!?もっと動物オリンピック編

3位　山火事のサバイバル　2

★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


