
２０２２年１２月新着図書　（１１月中に届いた本）

一般書

分類番号 書名 著者名 出版社

014.6 眞野先生。本が傷んだら修理するだけじゃダメってホント? 眞野 節雄 DBジャパン

289 エリザベス女王 日経ナショナルジオグラフィック

290.8 世界の家の窓から 主婦の友社 主婦の友社

290.9 世界のおみやげ図鑑 地球の歩き方編集室 地球の歩き方

291.4 るるぶ福井　'23 JTBパブリッシング

291.5 10日で走破!自転車で行く東海道五十三次 成美堂出版

291.5 るるぶ静岡　'23 JTBパブリッシング

291.5 静岡　'23 昭文社

291.5 名古屋発日帰りさんぽ 溝口 常俊 風媒社

291.8 るるぶ愛媛　'23 JTBパブリッシング

302.5 知らないと恥をかくアメリカの大問題 池上 彰 KADOKAWA

316.8 地図でスッと頭に入る世界の民族と紛争 祝田 秀全 昭文社

336.1 1冊目に読みたいDXの教科書 荒瀬 光宏 SBクリエイティブ

341 「国の借金は問題ない」って本当ですか? 森永 康平 技術評論社

345 <2時間で丸わかり>不動産の税金の基本を学ぶ 吉澤 大 かんき出版

369.2 障がいのある子とその親のための「親亡きあと」対策 鹿野 佐代子 翔泳社

371.4 フリースクールを考えたら最初に読む本 石井 志昻 主婦の友社

375 中学生のおうちノート術 みおりん 実務教育出版

376.1 とことん1・2歳児のおりがみあそび 佐藤 ゆみこ チャイルド社

383.8 京都の食文化 佐藤 洋一郎 中央公論新社

402 身の回りにあるノーベル賞がよくわかる本 かきもち 翔泳社

410 文系のためのめっちゃやさしい　数と数式編 山本 昌宏 ニュートンプレス

452.9 東海の名水・わき水ゆるやか紀行 なごやメディア研究会 風媒社

491.3 今と未来がわかる脳と心 毛内 拡 ナツメ社

493.8 ウイルスVSヒト ジョン・S.トレゴニング 文響社

494.9 腎臓病の食品早わかり 牧野 直子 女子栄養大学出版部

498.3 奇跡の鎌田式ウォーキング 鎌田 實 家の光協会

498.3 美くびれデザイン 廣田 なお 幻冬舎

536 大手私鉄サイドビュー図鑑　07 イカロス出版

589.2 60代のコーディネート、ずっと変わらない「好き」を主軸に Illallan KADOKAWA

594.7 ファスナーの本 日本ヴォーグ社

596 京都おいしい店カタログ　'23-'24年版 朝日新聞出版 朝日新聞出版

596 クックパッドの大絶賛!スープレシピ ワン・パブリッシング

596 みその本 飛田 和緒 KADOKAWA

596.6 魅惑の井村屋あずき茶房 井村屋株式会社 主婦の友社



597.5 収納上手のインテリア押入れ 成美堂出版編集部 成美堂出版

686.5 世界のすごい駅 地球の歩き方編集室 地球の歩き方

693.8 切手デザイナーの仕事 間部 香代 グラフィック社

723 みるみるわかる「西洋絵画の見方」 壺屋 めり 小学館

750.2 はじめまして農民美術 宮村 真一 グラフィック社

754.9 めでる張り子 アトリエおはよう 文化学園文化出版局

783.7 野球のルール　超・初級編 中野 良一 ベースボール・マガジン社

787.1 ゼロから始める船釣り入門 コスミック出版

【予約の多い一般書】

1位　人は話し方が9割

2位　二月の勝者

3位  わたしの1ケ月1000円ごほうび

文学、エッセイ、小説ほか

分類番号 書名 著者名 出版社

910.2 教養としての日本古典文学史 村尾 誠一 笠間書院

913.6 勘定侍柳生真剣勝負　6 上田 秀人 小学館

913.6 京都四条月岡サヨの板前茶屋 柏井 壽 講談社

913.6 確証　上（大活字本） 今野 敏 埼玉福祉会

913.6 確証　下（大活字本） 今野 敏 埼玉福祉会

913.6 一人二役 佐伯 泰英 光文社

913.6 駅の名は夜明 高田 郁 双葉社

913.6 小さき王たち　第3部 堂場 瞬一 早川書房

913.6 宙ごはん 町田 そのこ 小学館

913.6 赤ずきん、ピノキオ拾って死体と出会う。 青柳 碧人 双葉社

913.6 #真相をお話しします 結城 真一郎 新潮社

933.6 ガリバー旅行記 ジョナサン・スウィフト 朝日新聞出版

933.7 密室の魔術師 アントニイ・バウチャー 扶桑社

933.7 ハロルドとモード コリン・ヒギンズ 二見書房

【予約の多い小説・エッセイ】

1位　ハヤブサ消防団

2位　おいしいごはんが食べられますように

3位　#真相をお話しします



児童書

請求記号 書名 著者名 出版社

210 日本の歴史　16 KADOKAWA

234 ホロコーストを生きぬいた6人の子どもたち キャス・シャックルトン 合同出版

289 黒田長政 加来 耕三 ポプラ社

291 京都まるごと図鑑 塩原 直美 岩崎書店

319 小学生から知っておきたいザ・外交　2巻 佐藤 優 文研出版

326 10歳から読める・わかるいちばんやさしい刑法 和田 俊憲 東京書店

471 旅するタネの図鑑 多田 多恵子 文一総合出版

479 タンポポのたんけん おくやま ひさし 少年写真新聞社

514 トンネルのサバイバル パク ソンイ 朝日新聞出版

517 調べてわかる!日本の川　1 佐久間 博 汐文社

517 調べてわかる!日本の川　2 佐久間 博 汐文社

517 調べてわかる!日本の川　3 佐久間 博 汐文社

616 イネ・米・ごはん大百科　3 辻井 良政 ポプラ社

616 イネ・米・ごはん大百科　4 辻井 良政 ポプラ社

616 イネ・米・ごはん大百科　5 辻井 良政 ポプラ社

616 イネ・米・ごはん大百科　6 辻井 良政 ポプラ社

646 インコがおうちにやってきた! 海老沢 和荘 学研プラス

757 すごすぎる色の図鑑 ingectar‐e KADOKAWA

783 おぼえようバレーボールのルール 小柴 滋 ベースボール・マガジン社

796 羽生善治のこども将棋入門序盤の勝ち方 羽生 善治 池田書店

796 羽生善治のこども将棋入門中盤の指し方 羽生 善治 池田書店

796 羽生善治のこども将棋入門終盤の戦い方 羽生 善治 池田書店

816 苦手から始める作文教室 津村 記久子 筑摩書房

835 英語が好きになる本 ユ ウォンホ かんき出版

837 How the camel got his hump Rudyard Kipling Usborne Pub.

837 On the moon Anna Milbourne Usborne Pub.

837 The chilly little penguin Russell Punter Usborne Pub.

837 The dinosaur who ran the store Russell Punter Usborne Pub.

932 ヴェニスの商人 ウィリアム・シェイクスピア 静山社

Fイ にわか魔女のタマユラさん 伊藤 充子 偕成社

Fウ 考えたことなかった 魚住 直子 偕成社

Fカ ぐうたら魔女ホーライ来る! 柏葉 幸子 理論社

Fコ ごはん食べにおいでよ 小手鞠 るい 講談社

Fム おばけたまごはチョーきけん! むらい かよ ポプラ社

Fム なりたいわたし 村上 しいこ フレーベル館



【予約のある児童書】

1位　ふしぎ駄菓子屋銭天堂　18

2位　トンネルのサバイバル

3位　ほねほねザウルス　26

紙芝居、絵本

請求記号 書名 著者名 出版社

Pア アリューシャン☆マジック あべ 弘士 のら書店

Pア あきのおわりのてんこうせい ジャン‐リュック・アングルベール イマジネイション・プラス

Pウ りんごのまほう うえだ しげこ 教育画劇

Pコ ぼうし こみね ゆら 講談社

Pト ポッポーきかんしゃゆきさんぽ とよた かずひこ アリス館

Pト みかんくんがね… とよた かずひこ 童心社

Pニ アントンせんせいこまったときはおたがいさま 西村 敏雄 講談社

Pヒ くまの子ウーフのたからもの 広瀬 弦 ポプラ社

Pフ ほん ナタリー・フープス 子どもの未来社

Pミ みち 三浦 太郎 あすなろ書房

Pモ ルンバさんと105つごちゃんのそりすべり モカ子 ひかりのくに

★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。

「図書リクエスト・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。


