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請求記号 書名 著者 出版者

０　情報ジャーナリズム
007 見るだけIT用語図鑑278 草野 俊彦/著 SBクリエイティブ

007.64 図解!アルゴリズムのツボとコツがゼッタイにわかる本 中田 亨/著 秀和システム

010.21 東京の美しい図書館 立野井 一恵/著 エクスナレッジ

031 波の地図 原田 佳夏/[ほか]著 雷鳥社

070.21 報道現場 望月 衣塑子/[著] KADOKAWA

１　哲学・心理学・宗教
114.2 無知の死 島田 裕巳/著 小学館

160.4 祈りは人の半分 水谷 周/[ほか]著 国書刊行会

190 キリスト教の核心をよむ 山本 芳久/著 NHK出版

２　歴史・伝記・地理
210.25 世界遺産になった!縄文遺跡 岡田 康博/編 同成社

210.37 日本の呪術 繁田 信一/著 エムディエヌコーポレーション

210.47 SWOT分析による戦国武将の成功と失敗 森岡 健司/著 ビジネス教育出版社

210.6 軍港都市の一五〇年 上杉 和央/著 吉川弘文館

216.05 関西・幕末維新の史跡50選 木村 幸比古/文 淡交社

222.04 始皇帝の地下宮殿 鶴間 和幸/著 山川出版社

227.4 物語イスタンブールの歴史 宮下 遼/著 中央公論新社

230 「ヨーロッパ王室」から見た世界史 内藤 博文/著 青春出版社

280.4 声をあげて、世界を変えよう! アドーラ・スヴィタク/著 DU BOOKS

291.01 日本列島地名の謎を解く 谷川 彰英/著 東京書籍

292.1 行った気になれる!妄想韓国ドラマ旅 鈴木 ちひろ/著 主婦の友社

293.8 夕暮れに夜明けの歌を 奈倉 有里/著 イースト・プレス

３　社会・法律・経済・教育
312.1 噓だらけの池田勇人 倉山 満/著 扶桑社

312.22 香港の反乱2019 區 龍宇/著 柘植書房新社

327.63 違法捜査と冤罪 木谷 明/著 日本評論社

332.06 サステナブル資本主義 村上 誠典/著 祥伝社

332.10 本当に野党ではダメなのか? 及川 健二/編 亜紀書房

333.8
海外で国際協力をしたい人のための活動ハンド
ブック

岡本 美代子/編著 遠見書房

335.15
企業のリアルな事例でわかるSDGsの課題別推
進方法

蟹江 憲史/[ほか]著 第一法規

336.4 中小企業だから実現できるテレワーク 宮下 由多加/[ほか]著 ジャムハウス

338.45 21世紀のロンバード街 ペリー・メーリング/著 東洋経済新報社

367.21 性差(ジェンダー)の日本史 国立歴史民俗博物館/監修 集英社インターナショナル

367.23 私はいま自由なの? リン・スタルスベルグ/著 柏書房

367.4 婚活戦略 高橋 勅徳/著 中央経済社

369 ヤングでは終わらないヤングケアラー 仲田 海人/[ほか]編著 クリエイツかもがわ

本のお知らせ 令和４年（２０２２年) １月号
新しく入った本の一部を紹介。吹田市立図書館のホームページで蔵書検索と新着図書の一覧を見ることができます。
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https://www.lib.suita.osaka.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1102795061
https://www.lib.suita.osaka.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1102794298
https://www.lib.suita.osaka.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1102797429
https://www.lib.suita.osaka.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1102795031
https://www.lib.suita.osaka.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1102794959
https://www.lib.suita.osaka.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1102795489
https://www.lib.suita.osaka.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1102795489
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https://www.lib.suita.osaka.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1102797250
https://www.lib.suita.osaka.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1102797172


４　科学・動植物・医学
410 そういうことだったのか!高校数学 石原 泉/著 日本実業出版社

419.1 塵劫記を読みとく百科 佐藤 健一/著 丸善出版

488.1 今日からはじめるばーどらいふ! 一日一種/著 文一総合出版

488.21 クマさんの野鳥日誌 熊谷 勝/写真・文 青菁社

489.54 夜のイチジクの木の上で 中林 雅/著 京都大学学術出版会

491.37 ブレインテックの衝撃 小林 雅一/[著] 祥伝社

493.09 最良の身体を取り戻す 山口 創/著 さくら舎

493.46 自分の腸を見てみたい 藤田 紘一郎/著 ワニ・プラス

493.8 家族と自分を感染症から守る本 岡田 晴恵/著 KADOKAWA

496.3 老眼・緑内障・白内障の克服法100 相原 一/[ほか]著 宝島社

497.7 生まれる前からはじめる子どものデンタルケア 古田 博久/著 阿部出版

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

498.55 「シンデレラ体重」が危ない 黒住 紗織/[ほか]編著 日経BP

５　工学・工業・家政学
501.6 <カーボンニュートラル>水素社会入門 西宮 伸幸/著 河出書房新社

504 科学技術の進展と人類の持続可能性 勝田 悟/著 中央経済社

519 環境経済学入門 ニック・ハンレー/[ほか]著 昭和堂

537.06 トヨタウォーズ 中日新聞社経済部/編 中日新聞社

537.93 日本懐かしバス大全 加藤 佳一/著 辰巳出版

538.68 ジェット旅客機進化論 浜田 一穂/著 イカロス出版

589.2 好きな服だけで、おしゃれにみせる kinoko./著 ポプラ社

589.73 和の色を楽しむ万年筆のインク事典 武田 健/著 グラフィック社

594 フェルトで作るちいさなお店屋さん まつぼっくり。/著 日本ヴォーグ社

594.2 アヤクーチョ刺繡 山森 サキ/著 誠文堂新光社

594.3 手編みの冬のセーター 成美堂出版編集部/編 成美堂出版

594.7 古布で楽しむ藍染めと大島紬の袋物 岡田 明美/[ほか]共著 ブティック社

594.9 布合わせが楽しくなるパッチワークの基礎 岡野 栄子/著 日本文芸社

596.23 British Savoury Baking 安田 真理子/著 内外出版社

596.35 ひとりぶん、ふたりぶん刺身パックでさかなつまみ栗原 友/著 プレジデント社

596.37 土を編む日々 寿木 けい/著 集英社

596.63 パンづくりのメカニズムとアルゴリズム 吉野 精一/著 柴田書店

596.65 大人のチーズケーキとチーズのお菓子 石橋 かおり/著 主婦の友社

６　農林水産業・商業・交通・通信
611.3 SDGs時代の食・環境問題入門 吉積 巳貴/[ほか]著 昭和堂

627.85 LIFE GREEN SELECT TOUR 森田 紗都姫/著 いろは出版

645.6 犬と人の絆 アレクサンドラ・ホロウィッツ/著 緑書房

645.9 ペットが死について知っていること ジェフリー・M.マッソン/著 草思社

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/監修 成美堂出版

652 「木」から辿る人類史 ローランド・エノス/著 NHK出版

674.6 はじめてのネット広告 船井総合研究所/著 同文舘出版

675 CFOのためのサブスクリプション・ビジネスの実務 吉村 壮司/[ほか]著 中央経済社

675 Z世代マーケティング ジェイソン・ドーシー/[ほか]著ハーパーコリンズ・ジャパン

675.18 パッケージデザインの入り口 小玉 文/著 エムディエヌコーポレーション
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https://www.lib.suita.osaka.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1102794302
https://www.lib.suita.osaka.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1102795258
https://www.lib.suita.osaka.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1102795626
https://www.lib.suita.osaka.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1102795121
https://www.lib.suita.osaka.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1102795531
https://www.lib.suita.osaka.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1102795062
https://www.lib.suita.osaka.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1102797127
https://www.lib.suita.osaka.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1102793808
https://www.lib.suita.osaka.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1102797441
https://www.lib.suita.osaka.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1102793700
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https://www.lib.suita.osaka.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1102794311
https://www.lib.suita.osaka.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1102795094
https://www.lib.suita.osaka.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1102795595
https://www.lib.suita.osaka.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1102795712
https://www.lib.suita.osaka.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1102794086
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https://www.lib.suita.osaka.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1102797398
https://www.lib.suita.osaka.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1102797512
https://www.lib.suita.osaka.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1102795705
https://www.lib.suita.osaka.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1102795372
https://www.lib.suita.osaka.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1102794179
https://www.lib.suita.osaka.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1102794945
https://www.lib.suita.osaka.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1102796893
https://www.lib.suita.osaka.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1102795441
https://www.lib.suita.osaka.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1102794011
https://www.lib.suita.osaka.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1102796701
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https://www.lib.suita.osaka.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1102794021
https://www.lib.suita.osaka.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1102794177
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https://www.lib.suita.osaka.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1102793970


７　芸術・スポーツ・趣味
702.34 チェコ・ゴシックの輝き 石川 達夫/著 成文社

709 世界遺産絶景ベストセレクション 富井 義夫/撮影 宝島社

750.21 もっと知りたい柳宗悦と民藝運動 杉山 享司/監修 東京美術

754.9 ミニチュアおりがみベーカリー 横田 洋子/著 主婦の友社

762.3 バッハ学者は旅をする 樋口 隆一/著　 アルテスパブリッシング

766.1 オペラ愛の壊れるとき 長木 誠司/著　 音楽之友社

778.04 ネットしてたらやっていた 押井 守/著　 徳間書店

780.69 日本オリンピック委員会公式写真集　2020
日本オリンピック委員会/
企画・監修

アフロ

783.6 打ち返す力 水谷 隼/著　 講談社

783.7 プロ野球「経営」全史 中川 右介/著　 日本実業出版社

787.1 釣り糸の結び「完全」トリセツ　 つり人社書籍編集部/編 つり人社

796 中終盤の力をつける次の一手 羽生 善治/監修 マイナビ出版

８　語学
809.9 仕事がサクサク進む!タイピングがマスターできる本 イータイピング株式会社/監修 宝島社

816 知的文章術入門 黒木 登志夫/著 岩波書店

831.1 アルファベットから始める発音トレーニング 山下 まさよ/著 講談社

834 記憶王が伝授する場所法英単語 青木 健/編著 三省堂

837.5 英語万華鏡 長沼 登代子/著　 中央公論新社

９　文学
910.26ﾅﾂ 感染症の時代と夏目漱石の文学 小森 陽一/著 かもがわ出版

911.36 久保田万太郎俳句集 久保田 万太郎/著 岩波書店

911.56 欠席届 恋坂 通夫/著 コールサック社

913.43 眠れないほどおもしろい平家物語 板野 博行/著 三笠書房

980.2 生きることとしてのダイアローグ 桑野 隆/著　 岩波書店

Ｅ　エッセイ（著者の五十音順です）
Eｱｻ 七転びなのに八起きできるわけ 浅暮 三文/著 柏書房

Eｷﾆ ル・アーヴルから長崎へ パスカル・キニャール/[ほか]著 水声社

Eｺﾃﾞ 今夜もそっとおやすみなさい 小手鞠 るい/著 出版芸術社

Eｻﾂ 作家と酒 平凡社編集部/編 平凡社

Eﾎﾘ 定形外郵便 堀江 敏幸/著 新潮社

Eﾓﾘ 僕たちはどう生きるか 森田 真生/著 集英社

Eﾖｼ おんなのじかん 吉川 トリコ/著 新潮社

Eﾜﾀ あのころなにしてた? 綿矢 りさ/著 新潮社

N　外国の小説（著者の五十音順です）
Nｱﾝ ずっとあなたを見ている アメリー・アントワーヌ/著 扶桑社

Nｶﾂ 失踪船の亡霊を討て 上・下 クライブ・カッスラー/[ほか]著 扶桑社

Nｺﾂ ウォーターダンサー タナハシ・コーツ/著 新潮社

Nｻﾗ だれも死なない日 ジョゼ・サラマーゴ/著 河出書房新社

Nﾀｲ ヴィネガー・ガール アン・タイラー/著 集英社

Nﾃﾞﾘ ハートに火をつけないで ジャナ・デリオン/著 東京創元社

Nﾎﾟｺ 女たちが死んだ街で アイヴィ・ポコーダ/著 早川書房

Nﾗｲ 赤いランプ M.R.ラインハート/著 論創社
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https://www.lib.suita.osaka.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1102795325
https://www.lib.suita.osaka.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1102791019
https://www.lib.suita.osaka.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1102794888
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日本の小説（著者の五十音順です）
913.6ｳｴ 播磨国妖綺譚 上田 早夕里/著 文藝春秋

913.6ｳｻ 子供は怖い夢を見る 宇佐美 まこと/著 KADOKAWA

913.6ｸｼ 老い蜂 櫛木 理宇/著　 東京創元社

913.6ｻｸ ブルースRed 桜木 紫乃/著 文藝春秋

913.6ﾄﾘ 指切りパズル 鳥飼 否宇/著 南雲堂

913.6ﾄﾘ 白秋秘唱 鳥越 碧/著　 文藝春秋企画出版部

913.6ﾊﾏ 灼熱 葉真中 顕/著 新潮社

913.6ﾌｶ カミサマはそういない 深緑 野分/著 集英社

913.6ﾌﾕ 魔女の娘 冬月 いろり/[著]　 KADOKAWA

913.6ﾌﾙ 二十一時の渋谷で 古内 一絵/著 東京創元社

913.6ﾌﾙ 朝と夕の犯罪 降田 天/著 KADOKAWA

913.6ﾕｷ 明日、世界がこのままだったら 行成 薫/著　 集英社

913.6ﾖｼ オリンピックにふれる 吉田 修一/著　 講談社

こどものほん
えほん
P あそぼうクマクマ なにしているかな?森のどうぶつたち レイチェル・ピアシー/文 河出書房新社

P おじいちゃんのねがいごと パトリシア・マクラクラン/文 光村教育図書

P そらからおちてきてん ジョン・クラッセン/作 クレヨンハウス

P せんろはつづくにほんいっしゅう 鈴木 まもる/文・絵 金の星社

P はじめてのおともだち よこた あきこ/さく 国土社

ものがたり
K913ｲ おさるのゆめ いとう ひろし/作・絵 講談社

K913ｵ 天の台所 落合 由佳/著 講談社

K913ﾈ バクテン!!　上・下 根元 歳三/作 講談社

K913ﾑ 体育がある 村中 李衣/作 文研出版

K913ﾘ 怪奇伝説バスターズ りょくち 真太/作 集英社

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

KNﾌ アリスとふたりのおかしな冒険 ナターシャ・ファラント/作 徳間書店

いろいろな本
K031 つくろう!なぞなぞ　1 上田 るみ子/文と絵 岩崎書店

K290 キャラ絵で学ぶ!世界の国図鑑 伊藤 賀一/監修 すばる舎

K333 SDGs入門 蟹江 憲史/著 岩波書店

K421 時間のしくみを科学する ギヨーム・デュプラ/[ほか]著 創元社

K493 感染症と人類の歴史　[1] おおつか のりこ/文 文研出版

K517 調べてわかる!日本の川　1 佐久間 博/編著 汐文社

K911 俳句のきた道 藤田 真一/著　 岩波書店

Y・A（ヤングアダルト）

K007 ネットの約束
日経BPコンサルティング情
報セキュリティ研究会/著

日経BPコンサルティング

K830 なんで英語、勉強すんの? 鳥飼 玖美子/著 岩波書店

K913ｸ #マイネーム 黒川 裕子/作 さ・え・ら書房

K913ﾜ やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。結　1 渡 航/[著] 小学館

K914 なりきり訳枕草子 清少納言/著 淡交社
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