
ＮＯ．３７２　2021年11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 オギ みらいめがね　2 荻上 チキ

2 E キヨ 「おばけ」と「ことば」のあやしいはなし 京極 夏彦

3 E シノ 朱泥抄
シュデイショウ

篠田 桃紅
トウコウ

4 E ソノ 90歳、こんなに長生きするなんて。 曽野 綾子

5 E ホリ 定形外郵便 堀江 敏幸

6 E ムコ メロンと寸劇 向田 邦子

7 E ヨウ AI
エーアイ

支配でヒトは死ぬ。 養老 孟司

8 E ワカ 沈黙のちから 若松 英輔

日本の小説

9 F アオ 月曜日の抹茶カフェ 青山 美智子

10 F アベ 追憶の烏
カラス

　［八咫烏
ヤタガラス

シリーズ　2-2］ 阿部 智里

11 F イサ ペッパーズ・ゴースト 伊坂 幸太郎

12 F カイ コロナ狂騒録 海堂 尊

13 F カゼ 計略の猫　［新・大江戸定年組　1］ 風野 真知雄

14 F カワ さよならも言えないうちに 川口 俊和

15 F サワ 輝山
キザン

澤田 瞳子

16 F シゲ かぞえきれない星の、その次の星 重松 清

17 F シヤ 廃遊園地の殺人 斜線堂
シャセンドウ

 有紀
ユウキ

18 F ツジ 落暉(ゆうひ)に燃ゆる 辻堂 魁

19 F ドウ チェンジ　［警視庁犯罪被害者支援課　8］ 堂場 瞬一

20 F ナカ あしたの星　［日本橋牡丹堂菓子ばなし　8］ 中島 久枝

21 F ナガ 教場X
エックス

長岡 弘樹

22 F ハマ 灼熱 葉真中
ハマナカ

 顕
アキ

23 F ハラ 母親からの小包はなぜこんなにダサいのか 原田 ひ香

24 F ヒガ 透明な螺旋
ラセン

　［ガリレオ　10］ 東野 圭吾

25 F フカ カミサマはそういない 深緑 野分
フカミドリ ノワキ

26 F フジ 白浪五人女　［日暮左近
ヒグラシサコン

事件帖　11］ 藤井 邦夫

27 F モモ 老虎残夢
ロウコザンム

桃野 雑派
ザッパ

28 F ヤツ 鎌倉燃ゆ 谷津
ヤツ

 矢車
ヤグルマ

29 F ヨシ 乱世を看取った男山名豊国 吉川 永青
ナガハル
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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

30 007 21 IT
アイティ

用語図鑑　エンジニア編 増井 敏克

31 007.3 21 アルゴリズムの時代 ハンナ・フライ

32 007.6 21 できるイラストで学ぶ入社1年目からのExcel
エクセル

きたみ あきこ

33 019.9 21 ベストセラーに学ぶ最強の教養 佐藤
サトウ

 優
マサル

34 070.2 21 2050年のジャーナリスト 下山
シモヤマ

 進
ススム

35 146.8 21 「自己肯定感低めの人」の人づきあい読本 山根
ヤマネ

 洋士
ヒロシ

36 146.8 21 毎日がうまくいく朝のスイッチ 大嶋
オオシマ

 信頼
ノブヨリ

37 159 21 世界の「頭のいい人」がやっていることを1冊にまとめてみた 中野 信子

38 159.4 21 盾
タテ

と矛
ホコ

ロバート・フェルドマン

39 159.7 21 70歳からのボケない生き方 櫻井
サクライ

 秀勲
ヒデノリ

歴史・伝記・地理・旅行

40 210.04 21 教科書に載せたい日本史、載らない日本史 河合 敦

41 210.2 21 日本の先史時代 藤尾 慎一郎

42 210.3 21 倭国 古市 晃
アキラ

43 210.4 21 日本中世史最大の謎!鎌倉13人衆の真実 本郷 和人

44 211 21 世界遺産北の縄文 北海道新聞社

45 222 21 皇帝と皇后から見る中国の歴史 菊池 昌彦

46 289.1 キタ 北里柴三郎
キタサト シバサブロウ

上山
ウエヤマ

 明博
アキヒロ

47 289.3 メル アンゲラ・メルケル マリオン・ヴァン・ランテルゲム

48 291 21 「乗り鉄」教授のとことん鉄道旅 宮村 一夫

49 291.6 21 関西秋Walker
ウォーカー

　2021

50 292.5 21 シェルパの友だちに会いに行く 石川 直樹

51 293.9 21 きらめきの国ギリシャへ 萩原 紀世美

政治・社会・教育・国防

52 312.1 21 百合子とたか子 岩本 美砂子

53 324.7 21 いちばんわかりやすい相続・贈与の本　'21～'22年版 曽根 恵子

54 326.5 21 刑務所の精神科医 野村 俊明

55 335 21 熟年ベンチャーの始め方 有澤
アリサワ

 生晃
タカアキ

56 336.4 21 「働かないおじさん問題」のトリセツ 難波
ナンバ

 猛
タカシ

57 337.8 21 江戸のお勘定 大石 学

58 338.1 21 シニア投資入門 西崎 努

59 361.7 21 地域学入門 山下 祐介

60 365.3 21 知識ゼロからの空き家対策 杉谷 範子

61 367.1 21 DV
ディーブイ

はなおせる! 栗原 加代美

62 376.3 21 ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー　2 ブレイディみかこ

63 387.5 21 村を守る不思議な神様 小松 和彦
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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

64 412 21 素数ほどステキな数はない 小島 寛之

65 451.6 21 極端豪雨はなぜ毎年のように発生するのか 川瀬 宏明

66 481.1 21 ゾウの鼻ウサギの耳 小宮 輝之

67 484 21 くらべてわかる貝殻 黒住
クロズミ

 耐二
タイジ

68 493.2 21 図解最新医学でわかった突然死にならない方法 高沢 謙二

69 493.6 21 腰痛ひざ痛が消えるつま先の使い方 岡田 慎一郎

70 493.8 21 世界を大きく変えた20のワクチン 齋藤 勝裕

71 494.9 21 いちばんやさしい腎臓病の人のためのたんぱく質べんり帳 主婦の友社

72 495.1 21 生理前あるある:PMDD
ピーエムディーディー

<月経前不快気分障害>って何? 中安
ナカヤス

 紀子
ノリコ

73 496.7 21 肺炎・ウイルス感染症にならないのど・鼻の粘膜の整え方 浦長瀬
ウラナガセ

 昌宏
アツヒロ

74 497 21 知って得する!口から健康お役立ちBOOK
ブック

日本訪問歯科協会

75 498.3 21 病気になる人、ならない人 鈴木 誠二

76 499.8 21 ハーブティー事典 佐々木 薫

技術・工学・生活

77 501.8 21 3D
スリーディー

「立体図」は伝えるチカラになる 中本
ナカモト

 繁実
シゲミ

78 521.8 21 新編日本の城 中井 均
ヒトシ

79 527 21 はじめてのマイホーム建て方・買い方完全ガイド　2021-2022 佐川
サガワ

 旭
アキラ

80 536 21 絶滅しそうな車両図鑑 池口
イケグチ

 英司
エイジ

81 537.2 21 トコトンやさしい電気自動車の本 廣田
ヒロタ

 幸嗣
ユキツグ

82 590 21 すっきり暮らすためのもの選びのコツ 柳沢 小実
ヤナギサワ コノミ

83 591 21 LDK
エルディーケー

お金のきほんthe
ザ

 Best
ベスト

84 594.2 21 動物刺繡図鑑

85 595.5 21 何をやってもダメだった肌がよみがえる美肌
ビハダ

理論
リロン

岩永
イワナガ

 恵琴
ケイコ

86 596.3 21 野菜がおいしい減塩おかず みない きぬこ

87 596.7 21 英国式アフタヌーンティーの世界 藤枝
フジエダ

 理子
リコ

88 598.4 21 いのちに寄り添う自宅介護マニュアル やぎ ひろみ

89 599 21 らくらくあんしん育児 土屋
ツチヤ

 恵司
ケイジ

農業・ペット・産業

90 602.1 21 会社四季報業界地図　2022年版 東洋経済新報社

91 611.7 21 稼げる農業経営のススメ 新井 毅
ツヨシ

92 627 21 花言葉 ナタリー・シャイン

93 645.7 21 おどるネコうたうネコ 沖 昌之

94 657.1 21 写真図解でわかるチェーンソーの使い方 石垣 正喜
マサキ

95 662.1 21 図解知識ゼロからの現代漁業入門 濱田 武士

96 673.9 21 フードコーディネーターの仕事 久保木
クボキ

 薫

97 685.5 21 タクシードライバーぐるぐる日記 内田 正治
ショウジ
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分類 図書記号 書名 編著者名

芸術・スポーツ・諸芸

98 720.4 21 教養として知っておきたい名画BEST
ベスト

100 山内 舞子

99 724.1 21 寅を描く 水墨画塾編集部

100 727 21 世界ピクト図鑑 児山 啓一

101 754.9 21 PP
ピーピー

バンドとクラフトバンドのかご・バッグ・小物 松田 裕美

102 763.2 21 クラシック・ピアノから学ぶコードの弾き方 荻野 直子

103 778.7 21 日本アニメ史入門 アニメの旅人

104 780.6 21 東京オリンピック激闘の記録

105 783.4 20 サッカー止める蹴る解剖図鑑 風間
カザマ

 八宏
ヤヒロ

言語・文学（日本・外国）

106 809.2 21 話し方に自信がもてる声の磨き方 村松 由美子

107 830.4 21 カムカムエヴリバディ 平川 洌
キヨシ

108 902 トコ ノーベル文学賞のすべて 都甲
トコウ

 幸治

109 911.4 ミヤ 超シルバー川柳　毎日が宝もの編 みやぎシルバーネット

110 912.7 ハシ 家族のようなあなたへ 石井 ふく子

111 916 ムラ 更年期障害だと思ってたら重病だった話 村井 理子

112 933 オス 木曜殺人クラブ リチャード・オスマン

113 933 クラ 暗黒地帯(ダーク・ゾーン)　上・下 トム・クランシー

114 933 ジヤ 自由研究には向かない殺人 ホリー・ジャクソン

115 933 マン 鏡と光　上・下 ヒラリー・マンテル

116 936 ムン デナリ ベン・ムーン

117 973 スク 小説ムッソリーニ　上・下 アントニオ・スクラーティ

ヤングアダルト（中学・高校生向け）

118 034.9 21 地球で暮らすきみたちに知ってほしい50のこと ラース・ヘンリク・オーゴード

119 335.8 21 ファッションの仕事で世界を変える 白木
シラキ

 夏子
ナツコ

120 361.8 21 格差と分断の社会地図 石井 光太

121 407 21 ギタンジャリ・ラオSTEM
ステム

で未来は変えられる ギタンジャリ・ラオ

122 457.8 21 恐竜学者は止まらない! 田中 康平

123 814.5 21 推しことば類語辞典 山口
ヤマグチ

 謠司
ヨウジ

124 943 マン 道化者 トーマス・マン

125 F カシ 十四歳からのソコソコ武士道 柏 耕一
カシワ コウイチ

126 F タカ そらのことばが降ってくる 高柳 克弘
タカヤナギ カツヒロ

参考図書

127 338.1 カイ 会社四季報　2021年4集秋号

128 369.2 シヨ 障害者白書　令和3年版 内閣府

129 369.3 ボウ 防災白書　令和3年版 内閣府

130 373.1 モン 文部科学白書　令和2年度 文部科学省

⑳


