
ＮＯ．３６７　2021年6月　三田市立図書館（本館、藍分室、移動図書館、ウッディタウン分館）

先月、図書館が購入した新着図書の一部をご紹介します。

分類 図書記号 書名 編著者名

日本の随筆

1 E コバ とりあえず、本音を申せば 小林 信彦

2 E シマ 家族って しまお まほ

3 E セキ その落とし物は誰かの形見かもしれない せきしろ

4 E ナカ 愛は魂の奇蹟的行為である なかにし 礼

5 E ヒダ おとなになってはみたけれど 飛田 和緒

6 E マツ おじさんはどう生きるか 松任谷
マ ツ ト ウ ヤ

 正隆

7 E ミタ 三谷幸喜
コ ウ キ

のありふれた生活　16 三谷 幸喜
コ ウ キ

8 E モエ 夢に迷って、タクシーを呼んだ 燃え殻
モ ガラ

日本の小説

9 F アケ わたし、定時で帰ります。　3 朱野
ア ケ ノ

 帰子
カエルコ

10 F アベ 烏百花　［白百合の章］ 阿部 智里

11 F オオ 悪魔には悪魔を 大沢 在昌

12 F コウ Day to Day
デ イ ト ゥ デ イ

講談社

13 F サエ 初詣で　[照降町四季
テリフリチョウノシキ

　1］ 佐伯 泰英

14 F サカ さらさら鰹茶漬け　[居酒屋ぜんや　10］ 坂井 希久子

15 F シユ ブックキーパー脳男 首藤
シュドウ

 瓜於
ウ リ オ

16 F シヨ グッバイ・イエロー・ブリック・ロード　[東京バンドワゴン　16］ 小路 幸也

17 F タカ 上流階級　其の3 高殿 円

18 F タナ 大阪怪談 田辺 青蛙
セ イ ア

19 F ドウ 沈黙の終わり　上・下 堂場 瞬一

20 F トオ 緑陰深きところ 遠田 潤子

21 F ナカ ムーンライト・イン 中島 京子

22 F ヒガ 新謎解きはディナーのあとで 東川 篤哉

23 F ヒガ 白鳥とコウモリ 東野 圭吾

24 F フジ 偽りの貌　[古来稀なる大目付　2] 藤 水名子

25 F マエ セゾン・サンカンシオン 前川 ほまれ

26 F マツ 男の子になりたかった女の子になりたかった女の子 松田 青子

27 F ミウ エレジーは流れない 三浦 しをん

28 F ヤマ 鷹の城 山本 巧次
コ ウ ジ

29 F ヨシ 北町奉行所前腰掛け茶屋 吉田 雄亮
ユウスケ
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分類 図書記号 書名 編著者名

情報・読書・心理学・宗教

30 002 21 自由になるための技術リベラルアーツ 山口 周

31 007.6 21 エクセル&
アンド
ワード&

アンド
パワーポイントの「わからない!」をぜんぶ解決する本

32 007.6 21 基礎から時短ワザで覚えるIllustrator
イラストレーター

の教科書 広田 正康

33 041 21 サピエンスの未来 立花 隆

34 141.5 21 情報を正しく選択するための認知バイアス事典 情報文化研究所

35 146.8 21 「悩みすぎる」人のトリセツ 大嶋 信頼

36 146.8 21 こころのストレッチ 下山 晴彦

37 159 20 DIE WITH ZERO
ダ イ ウ ィ ズ ゼ ロ

ビル　パーキンス

38 159 21 最後の講義完全版 適応力 新時代を生き抜く術 出口
デ グ チ

 治明
ハルアキ

39 159.7 21 生きるために本当に大切なこと 渡辺 憲司

歴史・伝記・地理・旅行

40 204 21 歴史を変えた自然災害 ルーシー　ジョーンズ

41 210.04 21 「違和感」の日本史 本郷 和人

42 210.6 21 危機の日本史 佐藤 優

43 210.6 21 歴史認識日韓の溝 渡辺 延志
ノブユキ

44 213.6 21 江戸の暗号 土方
ヒジカタ

 勝一郎

45 290 21 旅客機から見る世界の名山 須藤
ス ト ウ

 茂

46 290.9 21 ヤマザキマリの世界逍遙録
ショウヨウロク

ヤマザキ マリ

47 291 21 鉄印帳でめぐる全国の魅力的な鉄道40

48 291.6 21 おひとりからのひみつの京都 柏井
カシワイ

 壽
ヒサシ

49 293.4 21 魔女街道の旅 西村 佑子

50 293.5 21 フランスの小さくて温かな暮らし365日 荻野 雅代

51 297.8 21 北極探検隊の謎を追って ベア　ウースマ

政治・社会・教育・国防

52 302.2 21 自分探しするアジアの国々 小川 忠
タダシ

53 312.8 21 世界の指導者図鑑　2021∼2022年 地球の歩き方編集室

54 317.7 21 警視庁科学捜査官 服藤
ハラフジ

 恵三
ケイゾウ

55 326 21 刑法の時間 佐久間
サ ク マ

 修
オサム

56 331.1 20 脱成長 セルジュ　ラトゥーシュ

57 335.5 21 巨大企業の呪い ティム　ウー

58 361.1 21 哲学する日本 山本 哲士
テ ツ ジ

59 367.1 21 DV
ディーブイ

・性暴力被害者を支えるためのはじめてのSNS
エスエヌエス

相談 社会的包摂サポートセンター

60 368.2 21 コロナ禍、貧困の記録 雨宮
アマミヤ

 処凛
カ リ ン

61 369.2 21 チェックリストと事例でわかる!介護施設の災害・感染症対応 早坂 聡久
トシヒサ

62 378 21 自閉症スペクトラムの子どものソーシャルスキルを育てるゲームと遊び レイチェル　バレケット

63 388.1 21 病と妖怪 東郷
トウゴウ

 隆
リュウ
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分類 図書記号 書名 編著者名

自然科学・地学・動物・医学

64 410.4 21 子どもの算数、なんでそうなる? 谷口 隆

65 431.9 21 よくわかる最新高分子化学の基本と仕組み 齋藤 勝裕

66 465.8 21 ウイルスはささやく 武村 政春

67 469.2 21 目的に合わない進化　上・下 アダム  ハート

68 480.4 21 誰かに話したくなる摩訶不思議な生きものたち 岡部 聡

69 492.1 21 シリコンバレー最大の捏造
ネツゾウ

スキャンダル全真相 ジョン　キャリールー

70 493.3 21 5秒のどトレ飲みこみ力を鍛えて誤嚥
ゴ エ ン

性肺炎を防ぐ 前田 圭介

71 493.6 21 イラストでわかる骨・筋肉・神経のしくみ事典 田中 利和

72 494.9 21 夜間頻尿朝までぐっすり!自宅ケアBOOK
ブ ッ ク

主婦と生活社ライフ　ケア編集部

73 498 21 「在宅死」という選択 中村 明澄
ア ス ミ

74 498.3 21 つらい痛みや不調が消える家でできる超快適ストレッチ 高平 尚伸
ナオノブ

75 498.5 21 最新食品学 甲斐
カ イ

 達男
タ ツ オ

76 498.6 20 新型コロナからいのちを守れ! 西浦 博

技術・工学・生活

77 516.8 21 リニア中央新幹線をめぐって 山本 義隆

78 527 21 リノベとリフォームの、何ができない何ができるのすべてがわかる本 主婦の友社

79 538.9 21 るるぶ宇宙 林 公代
キ ミ ヨ

80 547.4 21 50代からのLINE
ラ イ ン

入門

81 588.5 21 人生を豊かにしたい人のためのウイスキー 土屋 守

82 590 21 100均生活最強アイテム

83 593.3 21 60代から作って着たい春夏服

84 594.2 21 犬好きさんに贈るとっておきの犬の刺繡 米井 美保代

85 595.6 21 ダイエットが上手くいかないのは、あなたのせいじゃない 長沼 睦雄
ム ツ オ

86 596 21 業務スーパー120%
パーセント

活用法 業務田 スー子

87 596.4 21 たっきーママのラクさ最強!夢の1品弁当 奥田 和美

88 597.5 21 片づけのことを考えただけで疲れてしまうあなたへ。 小西 紗代

89 599.8 21 だいじょうぶ、絵本があります 安藤 宣子

農業・ペット・産業

90 617.6 21 育てて使うはじめてのローズマリー 石川 久美子

91 619 21 干す 西村 豊

92 626.9 21 食べられる庭図鑑 良原
ヨシハラ

 リエ

93 627.5 21 現代花菖蒲
ハナショウブ

図鑑 清水 弘

94 645.6 21 動物病院119番感謝 兵藤
ヒョウドウ

 哲夫

95 646.8 21 文鳥のヒミツ 海老沢
エ ビ サ ワ

 和荘
カズマサ

96 664.7 21 イカ先生のアオリイカ学 富所
ト ド コ ロ

 潤
ジュン

97 689.8 21 星野リゾートの事件簿　2 中沢 康彦
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分類 図書記号 書名 編著者名

芸術・スポーツ・諸芸

98 709 21 絵本のようにめくる世界遺産の物語　［色彩の魔術編］ 村山 秀太郎

99 721.2 21 謎解き鳥獣戯画
チョウジュウギガ

芸術新潮編集部

100 726.1 ヤマ ヤマザキマリ対談集 ヤマザキ マリ

101 760.8 21 大人のための「怖いクラシック」　［オペラ篇］ 中野 京子

102 764.7 21 気がつけばビートルズ 藤本 国彦

103 767.8 21 ニッポン男性アイドル史 太田 省一

104 779.9 シム 我が師・志村けん 乾き亭 げそ太郎

105 798 21 西洋アンティーク・ボードゲーム エイドリアン　セビル

言語・文学（日本・外国）

106 816 21 文章の鬼100則 川上 徹也

107 833 21 カタカナで引くスペリング辞典 研究社編集部

108 901.3 ヤマ 創作講座 料理を作るように小説を書こう 山本 弘

109 909 フカ 児童文学の中の家 深井 せつ子

110 910.2 ヒラ 名場面で味わう日本文学60選 平野 啓一郎

111 910.2 ミヤ 流転の海読本 堀井 憲一郎

112 915.6 ニシ 一私小説書きの日乗  ［堅忍の章］ 西村 賢太

113 929.1 パク もう死んでいる十二人の女たちと パク ソルメ

114 933 テイ 父を撃った12の銃弾 ハンナ　ティンティ

115 933 ムカ マハラジャの葬列 アビール　ムカジー

116 933 モン ロンドン謎解き結婚相談所 アリスン　モントクレア

117 949.3 ウイ アウシュヴィッツで君を想う エディ　デ　ウィンド

118 973 デイ 戻ってきた娘 ドナテッラ　ディ　ピエトラントニオ

ヤングアダルト（中学・高校生向け）

118 002.7 21 極
エッセンシャル

アウトプット 樺沢
カバサワ

 紫苑
シ オ ン

119 159.7 21 相手の身になる練習 鎌田
カ マ タ

 實
ミノル

120 330 21 グラレコで学ぶ経済本 澤
サワ

 昭人
ア キ ト

121 361.4 21 みんなに好かれなくていい 和田 秀樹
ヒ デ キ

122 367.3 21 親の期待に応えなくていい 鴻上
コウカミ

 尚史
ショウジ

123 375 21 問う方法・考える方法 河野
コ ウ ノ

 哲也
テ ツ ヤ

124 725.4 21 初めてでもできる!『黒板アート』の描き方事典 小野 大輔

125 829.1 21 韓国語の語源図鑑 阪堂
ハンドウ

 千津子
チ ズ コ

126 837.8 21 星星
セイセイ

のベラベラENGLISH BOOK
イ ン グ リ ッ シ ュ ブ ッ ク

星星
セイセイ

127 F セオ 死に至る恋は噓から始まる 瀬尾 順

128 F ハヤ 都会
マ チ

のトム&
アンド

ソーヤ　17 はやみね かおる

参考図書　＊館内閲覧のみ＊

129 349.2 チホ 地方財政白書　令和3年度 総務省
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