
中之島図書館(2 階)ビジネス資料室 2 展示コーナー         2016/10/1～10/29 

 

「ビジネスの役に立つかも? こどもの本」展  
 

  大阪府立図書館は、中央図書館と中之島図書館の 2 つの図書館で構成されます。 

このうち、中之島図書館は大阪資料・古典籍とビジネス支援サービスに特徴があります。 

  子どもの資料(本)については、中央図書館の「こども資料室」、「国際児童文学館」が提供しています。 

近年、出版された子ども向けの資料には、ビジネスにも役立つものが散見されます。 

中央図書館から取り寄せて、貸出される方もおられます。 

今回、中央図書館こども資料室の協力により、取り寄せ展示いたします。 

※展示資料は、全て貸出できます。貸出中の場合は予約もできます。 

  ※シリーズものの場合、刊行年の新しいものとしました。（当該シリーズ全てではありません） 

  ※中央図書館の「こども資料室」所蔵以外のものも数点あります。 

        

大阪府立中央図書館こども資料室 概要(https://www.library.pref.osaka.jp/site/kodomo/kodomogaiyo.html) 

資料の種類について 

絵本、紙芝居、ファンタジーや推理小説、民話などの読物の本があります。  

学校の調べ学習のための本や、こどもたちにも理解しやすく書かれた知識の本も、たくさん 

あります。  

視覚障がいをもつこどもたちのための点字や点字絵本もあり、貸出ができます。  

外国語で書かれた絵本については、イギリス、アメリカの英語の絵本のほかに、韓国、中国、 

フランス、ドイツ、スウェーデン、ロシア、スペイン、ベトナム、アラビアなど、 

四十数ヶ国の絵本が、約 11,800 冊あります。（2016 年 3 月末現在） 

研究資料コーナーについて 

こどもの本に関して勉強したり、研究したりする人のためのコーナーです。  

雑誌のバックナンバーや、児童文学者や作品について調べるための参考図書、児童奉仕論、 

絵本論、民話・わらべ歌に関する研究書を用意しています。 

利用対象   

０歳～小学校６年生までの、こどもの利用者カードを作ります。  

大人の利用者カードでも、もちろんこども資料室の資料が借りられます。 

 

未来をつくる仕事がここにある 日経 BP コンサルティング 

コンサルティング会社図鑑 アビームコンサルティング監修 青山邦彦絵 日経 BP コンサルティング編集 J336/4N 

総合商社図鑑 三井物産監修 青山邦彦絵 日経 BP コンサルティング編集               J335/7N 

証券会社図鑑 野村ホールディングス監修 青山邦彦絵  日経 BP コンサルティング編集     J338/17N 

IT ソリューション会社図鑑 野村総合研究所監修 青山邦彦絵 日経 BP コンサルティング編集      J007/66N 

建設機械レンタル会社図鑑 レンタルのニッケン監修 いわた慎二郎絵 日経 BP コンサルティング編集 J513/8N 

 

学研まんがでよくわかるシリーズ 学研プラス出版 

下水道のひみつ  学研まんがでよくわかるシリーズ 117      ひろゆうこ漫画       J518/55N 

はたらく機械レンタルのひみつ  学研まんがでよくわかるシリーズ 116 たまだまさお漫画    J513/9N 

家電量販店のひみつ  学研まんがでよくわかるシリーズ 115      たまだまさお漫画     J673/21N 

梅パワーのひみつ  学研まんがでよくわかるシリーズ 114          田川滋漫画       J625/43N 

食物アレルギーのひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ 113         工藤ケン漫画     J493/104N 

ビタミン剤のひみつ  学研まんがでよくわかるシリーズ 112          おぎのひとし漫画     J498/202N 

サイバーセキュリティのひみつ  学研まんがでよくわかるシリーズ 111 ひろゆうこ漫画      J547/50N 

きれいな空気のひみつ  学研まんがでよくわかるシリーズ 110          出口由美子漫画      J528/5N 

未来の車のひみつ  学研まんがでよくわかるシリーズ 109          おぎのひとし漫画     J537/113N 

氷のひみつ  学研まんがでよくわかるシリーズ 107                  大岩ピュン漫画      J451/141N 

電気で走るクルマのひみつ : EV・PHEV 学研まんがでよくわかるシリーズ 106 もちつきかつみ漫画 J546/107N 

お化粧のひみつ  学研まんがでよくわかるシリーズ 105 宮原美香漫画 清水めぐみシナリオ J576/17N 



化学のひみつ     学研まんがでよくわかるシリーズ 104 おがたたかはる漫画         J570/2N 

グラノーラ・コーンフレークのひみつ  学研まんがでよくわかるシリーズ 103 山口育孝漫画 J588/53N 

冠婚葬祭儀式のひみつ  学研まんがでよくわかるシリーズ 102 鳥飼規世漫画         J385/44N 

3D プリンターのひみつ  学研まんがでよくわかるシリーズ 101 大岩ピュン漫画          J501/41N 

はたらくロボットのひみつ  学研まんがでよくわかるシリーズ 100 大岩ピュン漫画     J548/29N 

 

なるには BOOKS  ぺりかん社 

警備員・セキュリティスタッフになるには なるには BOOKS 141 山中伊知郎著   ぺりかん社   673.9/2151N 

観光ガイドになるには  なるには BOOKS 142 中村正人著                 ぺりかん社  689.6/119N 

理系学術研究者になるには  なるには BOOKS 143  佐藤成美著  ぺりかん社  407/377N 

気象予報士・予報官になるには なるには BOOKS 144  金子大輔著        ぺりかん社  451.2/131N 

葬祭業界で働く なるには BOOKS 補巻 15 薄井秀夫著 柿ノ木坂ケイ著       ぺりかん社  673.9/2103N 

アウトドアで働く なるには BOOKS 補巻 16 須藤ナオミ著 キャンプよろず相談所編 ぺりかん社 786/147N 

イベントの仕事で働く なるには BOOKS 補巻 17  岡星竜美著       ぺりかん社  674.5/69N 

 

しごとの現場としくみがわかる!  しごと場見学!  ぺりかん社 

銀行で働く人たち : しごとの現場としくみがわかる! しごと場見学!  小堂敏郎著     J338/18N 

書店・図書館で働く人たち : しごとの現場としくみがわかる! しごと場見学!  戸田恭子著      J024/3N 

美容室・理容室・サロンで働く人たち : しごとの現場としくみがわかる! しごと場見学!  津留有希著  J673/16N 

百貨店・ショッピングセンターで働く人たち : しごとの現場としくみがわかる! しごと場見学!  浅野恵子 

J673/17N 

ケーキ屋さん・カフェで働く人たち : しごとの現場としくみがわかる! しごと場見学!  籏智優子著  J588/49N 

工場で働く人たち : しごとの現場としくみがわかる! しごと場見学!  松井大助著        J509/17N 

ダム・浄水場・下水処理場で働く人たち : しごとの現場としくみがわかる! しごと場見学! 山下久猛著 J517/27N 

市役所で働く人たち : しごとの現場としくみがわかる! しごと場見学!  谷隆一著        J318/7N 

クリニック・薬局で働く人たち : しごとの現場としくみがわかる! しごと場見学!  橋口佐紀子著   J498/203N 

 

さがしてみよう!まちのしごと 1 交通のしごと           饗庭伸監修       小峰書店 15/379/366 

さがしてみよう!まちのしごと 2 消防・警察のしごと          饗庭伸監修 小峰書店 15/380/366 

さがしてみよう!まちのしごと 3 ごみ収集・浄水場のしごと    饗庭伸監修 小峰書店 15/381/366 

さがしてみよう!まちのしごと 4 農家・工場のしごと    饗庭伸監修 小峰書店 15/382/366 

さがしてみよう!まちのしごと 5 スーパーマーケット・商店街のしごと  饗庭伸監修 小峰書店 15/383/366 

さがしてみよう!まちのしごと 6 学校・図書館のしごと    饗庭伸監修 小峰書店 15/384/366 

 

見学!日本の大企業アシックス       こどもくらぶ編さん ほるぷ出版 J589/23N 

見学!日本の大企業イオン    こどもくらぶ編さん     ほるぷ出版 J673/22N 

見学!日本の大企業バンダイ           こどもくらぶ編さん ほるぷ出版 J589/22N 

見学!日本の大企業サントリー           こどもくらぶ編さん ほるぷ出版 J588/54N 

見学!日本の大企業セコム    こどもくらぶ編さん ほるぷ出版 J673/20N 

見学!日本の大企業カルビー           こどもくらぶ編さん ほるぷ出版 J588/50N 

見学!日本の大企業日本通運           こどもくらぶ編さん ほるぷ出版 J685/9N 

見学!日本の大企業東芝    こどもくらぶ編さん         ほるぷ出版 J540/20N 

見学!日本の大企業花王    こどもくらぶ編さん ほるぷ出版 J576/15N 

見学!日本の大企業帝人    こどもくらぶ編さん ほるぷ出版 J586/5N 

見学!日本の大企業明治    こどもくらぶ編さん ほるぷ出版 J588/45N 

見学!日本の大企業ホンダ    こどもくらぶ編さん ほるぷ出版 J537/109N 

見学!日本の大企業コマツ    こどもくらぶ編さん ほるぷ出版 J530/7N 

見学!日本の大企業キッコーマン   こどもくらぶ編さん ほるぷ出版 J588/44N 

見学!日本の大企業ニコン    こどもくらぶ編さん ほるぷ出版 J535/8N 

見学!日本の大企業 ANA    こどもくらぶ編さん ほるぷ出版 J687/14N 

 

 

 



しごとば [正]   鈴木のりたけ作 ブロンズ新社                    J366/61N 

しごとば 続   鈴木のりたけ作 ブロンズ新社                    J366/61N 

しごとば 続々         しごとばシリーズ 3  鈴木のりたけ作 ブロンズ新社 J366/61N 

しごとば [4] 東京スカイツリー   しごとばシリーズ 4 鈴木のりたけ作 ブロンズ新社 J366/61N/4 

しごとば もっと            しごとばシリーズ 5  鈴木のりたけ作 ブロンズ新社 J366/87N 

 

考えよう!やってみよう!フェアトレード 1 フェアトレードって、なんだろう?  こどもくらぶ編 彩流社 J678/3N/1 

考えよう!やってみよう!フェアトレード 2 フェアトレードが生まれた背景と歴史・現状  こどもくらぶ編 彩流社 

     J678/3N/2 

考えよう!やってみよう!フェアトレード 3 日本のフェアトレードの現状ときみにもできること こどもくらぶ編 

彩流社 J678/3N/3 

 

町工場のものづくり : 生きて、働いて、考える  ちしきのもり  小関智弘著 少年写真新聞社 J509/14N 

英語でわかる!日本・世界           ちしきのもり    松本美江著 少年写真新聞社  J689/10N 

幸せとまずしさの教室 : 世界の子どものくらしから  ちしきのもり  石井光太著 少年写真新聞社 J367/177N 

 

調べる学習百科 岩崎書店 

日本の伝統野菜 調べる学習百科  板木利隆監修 真木文絵編 石倉ヒロユキ編               J626/94N 

ものづくりを変える!3D プリンター  調べる学習百科   荒舩良孝文 田中浩也監修          J501/42N 

 

遊べる!わかる!みんなのプログラミング入門 : 子どもたち集まれ!  吉田潤子著 リックテレコム    J007/65N 

いちばんはじめのプログラミング : Scratch で、作る楽しさ、考える楽しさをそだてる  たにぐちまこと著 マイナビ 

                                             J007/59N 

5 才からはじめるすくすくプログラミング : タブレットで自分だけのおはなしとゲームをつくろう!  

   阿部和広監修・著 橋爪香織著 谷内正裕著 日経 BP 社    J007/58N 

小学生からはじめるわくわくプログラミング : 親子で楽しみながら考える力、つくる力、伝える力を育もう!  

   阿部和広著 日経 BP 社 J007/54N 

小学生からはじめるわくわくプログラミング : 親子で楽しみながら考える力、つくる力、伝える力を育もう! 2  

   阿部和広監修・著 倉本大資著 日経 BP 社 J007/54N/2 

10 才からはじめるプログラミング図鑑 : たのしくまなぶスクラッチ&Python 超入門 キャロル・ヴォーダマンほか著  

山崎正浩訳 創元社  J007/64N 

スタディーノではじめるうきうきロボットプログラミング  

宇野泰正著 塩野禎隆著 阿部和広監修 日経 BP 社 J548/28N 

Raspberry Pi ではじめるどきどきプログラミング : 自分専用のコンピューターでものづくりを楽しもう!  

   阿部和広監修・著 石原淳也著 塩野禎隆著 日経 BP 社  J007/55N 

12 歳からはじめるゼロからの C 言語ゲームプログラミング教室 大槻有一郎著 ラトルズ       798/429N/YA 

Scratch で学ぶプログラミングとアルゴリズムの基本 中植正剛著 太田和志著 鴨谷真知子著 日経 BP 社 007.6/6657N 

ルビィのぼうけん : こんにちは!プログラミング  リンダ・リウカス作 鳥井雪訳 翔泳社        J007/67N 

小学生でもわかるスマホ&パソコンそもそも事典 : 実は大人も知らないことが多いかも…  秋田勘助著 

                   シーアンドアール研究所     J007/63N 

スマホ・パソコン・SNS : こどもあんぜん図鑑  講談社編 藤川大祐監修  講談社                        J547/49N 

本当に怖いスマホの話 : 次はキミの番かもしれない…  遠藤美季監修 金の星社                        J694/10N 

ニュース年鑑 2016  池上彰監修 ポプラ社                                     J304/20N 

仕事を選ぶ : 先輩が語る働く現場 64 朝日中学生ウイークリーの本  朝日中学生ウイークリー編集部編著 

                                                            朝日学生新聞社    J366/86N 

お父さんが教える 13 歳からの金融入門 デヴィッド・ビアンキ著 関美和訳 日本経済新聞出版社    338/679N 

世界一やさしい問題解決の授業 : problem solving kids   渡辺健介著 ダイヤモンド社  J141/33N/(2) 

カモメになったペンギン  ジョン・P.コッター著 ホルガー・ラスゲバー著 藤原和博訳 野村辰寿絵 ダイヤモンド社 

                                             336.3/486N 

 

 

 

 



偶然を活かす発想法  シャーロット・F・ジョーンズ文 ジョン・オブライエン絵 左京久代訳 晶文社    J141/17N 

こども孫子の兵法 : 強くしなやかなこころを育てる!   齋藤孝監修 日本図書センター    J399/1N 

医者になりたい君へ : 心臓外科医が伝える命の仕事  14 歳の世渡り術  須磨久善著 河出書房新社  J494/9N 

「ななつ星」物語 : めぐり逢う旅と「豪華列車」誕生の秘話    一志治夫著 小学館    686.2/829N 

思い出をレスキューせよ!  “記憶をつなぐ”被災地の紙本・書籍保存修復士  堀米薫文 くもん出版   J369/218N 

地方再生のレシピ : 食から始まる日本の豊かさ再発見 奥田政行著 ミヤザキケンスケイラスト 共同通信社 673.9/2202N 

 

小学生からはじめる整理整頓が身につく本 : セルフマネジメント   山崎紅著 日経 BP 社 J597/5N 

小学生からはじめる考える力が身につく本 : ロジカルシンキング   山崎紅著 日経 BP 社 J141/48N 

小学生からはじめる伝える力が身につく本 : プレゼンテーション   山崎紅著 日経 BP 社 J809/32N 

 

みんなを幸せにする新しい福祉技術 1 手話を通訳するタブレット   孫奈美編著 汐文社   15/529/369 

みんなを幸せにする新しい福祉技術 2 自分の足で行きたい所に行ける車いす  孫奈美編著 汐文社  J369/225N/2 

みんなを幸せにする新しい福祉技術 3 食べる喜びを届けるソフト介護食  孫奈美編著 汐文社  J369/225N/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


