
ＮＯ．３７3　2021年12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 アサ 七転びなのに八起きできるわけ 浅暮
アサグレ

 三文
ミツフミ

2 E イノ 歴史というもの 井上 靖

3 E コデ 今夜もそっとおやすみなさい 小手鞠 るい

4 E シラ ミルクとコロナ 白岩 玄

5 E ソノ 九十歳 曽野 綾子

6 E ハン 硝子戸のうちそと 半藤 末利子

7 E ヘイ 作家と酒 平凡社編集部

8 E ヨシ おんなのじかん 吉川 トリコ

日本の小説

9 F アサ 舞風のごとく あさの あつこ

10 F イケ シベリアの陰謀　［民王　2］ 池井戸 潤

11 F イマ 塞王
サイオウ

の楯
タテ

今村 翔吾

12 F キミ 君の顔では泣けない 君嶋 彼方
カナタ

13 F キリ 砂に埋もれる犬 桐野 夏生

14 F コス 恩がえし　［風烈廻り与力・青柳剣一郎　55］ 小杉 健治

15 F サエ 陰の人　［吉原裏同心　36］ 佐伯 泰英

16 F サワ 怖ガラセ屋サン 澤村 伊智

17 F シノ 失われた岬 篠田 節子

18 F ツキ ビタートラップ 月村 了衛
リョウエ

19 F ツジ 闇祓
ヤミハラ

辻村 深月

20 F ナカ ねぎ坊の天ぷら　［一膳めし屋丸九
マルキュウ

　6］ 中島 久枝

21 F ニイ 虚魚(そらざかな) 新名
ニイナ

 智
サトシ

22 F フシ 北緯43度のコールドケース 伏尾 美紀

23 F フジ 天眼通
テンガンツウ

　［新・知らぬが半兵衛手控帖　14］ 藤井 邦夫

24 F マチ 星を掬う
スク

町田 そのこ

25 F マヤ レインメーカー 真山 仁

26 F ミチ N
エヌ

道尾 秀介

27 F ミヤ 三国志名臣列伝　魏
ギ

篇 宮城谷 昌光

28 F ユズ ミカエルの鼓動 柚月 裕子

29 F ワダ 菊香の夢　［花人始末　2］ 和田 はつ子

⑰



分類 図書記号 書名 編著者名

情報・読書・心理学・宗教

30 007.6 21 作業が一瞬で片付くPython
パイソン

自動化仕事術 永井 雅明

31 010.2 21 東京の美しい図書館 立野井
タテノイ

 一恵
カズエ

32 019.5 21 子ども、本、祈り 斎藤
サイトウ

 惇夫
アツオ

33 019.9 21 ここに物語が 梨木
ナシキ

 香歩
カホ

34 031 21 波の地図 原田
ハラダ

 佳夏
ヨシカ

35 104 21 はたらく哲学 佐藤
サトウ

 優
マサル

36 141.2 21 WHY
ホワイ

 TIME
タイム

 FLIES
フライズ

アラン・バーディック

37 159 21 やる気に頼らず「すぐやる人」になる37のコツ 大平
オオヒラ

 信孝
ノブタカ

38 159 21 今日がもっと楽しくなる行動最適化大全
コウドウサイテキカタイゼン

樺沢
カバサワ

 紫苑
シオン

39 159.7 21 70歳
ナナジッサイ

が老化
ロウカ

の分かれ道 和田 秀樹

歴史・伝記・地理・旅行

40 210.1 21 復原模型で見る日本の歴史 五味 文彦

41 210.4 21 SWOT
スウォット

分析による戦国武将の成功と失敗 森岡 健司

42 210.4 21 荘園 伊藤 俊一

43 222 21 始皇帝の地下宮殿 鶴間 和幸

44 281 21 お姫様は「幕末・明治」をどう生きたのか 河合 敦

45 288.4 21 女性皇族の結婚とは何か 工藤 美代子

46 289.1 オバ お天道様は見てる尾畠
オバタ

春夫のことば 白石 あづさ

47 289.3 カリ 世界を救うmRNA
エムアールエヌエー

ワクチンの開発者カタリン・カリコ 増田 ユリヤ

48 291 21 もう一度行きたい秘湯・古湯100

49 291 21 るるぶもふ旅

50 291.6 21 駅からウォーキング関西　2021

51 291.6 21 京阪神発日帰り大人の小さな旅 社寺めぐり

政治・社会・教育・国防

52 302.2 21 現代ヨルダン・レポート 佐藤
サトウ

 都喜子
トキコ

53 333.8 21 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

54 335 21 会社がなくなる! 丹羽 宇一郎

55 335 21 中学生にもわかる会社の創り方・拡げ方・売り方 宮嵜
ミヤザキ

 太郎

56 338.1 21 投資の基本ゆる図鑑 伊藤 亮太

57 345.3 21 フリーランス&
アンド

個人事業主のための確定申告 山本 宏

58 367.9 21 マンガでわかる思春期のわが子と話したい性のこと 直井 亜紀

59 369.2 21 介護の「困った」が消える本。

60 369.3 21 図解身近にあふれる「自然災害」が3時間でわかる本 左巻
サマキ

 健男
タケオ

61 384.3 21 山に生きる 三宅 岳
ガク

62 385.9 21 もっと!「育ちがいい人」だけが知っていること 諏内
スナイ

 えみ

63 390.7 21 防大女子 松田 小牧
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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

64 420 21 文系のためのめっちゃやさしい物理 松尾 泰
ユタカ

65 458 21 自然散策が楽しくなる!岩石・鉱物図鑑 川端 清司

66 463.7 21 いきもののカタチ 近藤 滋

67 484.9 21 たくましくて美しいウニと共生生物図鑑 山守
ヤマモリ

 瑠奈
ルナ

68 491.3 21 人生100年時代の脳科学 中村 克樹

69 492 21 いつまでも消えない痛みの正体 牛田
ウシダ

 享宏
タカヒロ

70 493.1 21 早引き写真でわかる高齢者の薬ハンドブック　2021-2022 饗庭
アイバ　

 三代治
ミヨジ

71 493.3 21 ぜんそく

72 493.7 21 認知症が進まない話し方があった 吉田 勝明

73 493.8 21 家族と自分を感染症から守る本 岡田 晴恵

74 496.3 21 ココが知りたかった!目の病気のメカニズム 飯島 裕幸

75 498.5 21 「シンデレラ体重」が危ない 黒住 紗織

76 498.5 21 免疫力を高める塩レシピ 青山 志穂

技術・工学・生活

77 504 21 世界を変える100の技術 日経BP
ビーピー

78 509.5 21 全図解メーカーの仕事 山口 雄大

79 530 21 よくわかる最新機械工学の基本と仕組み 小峯
コミネ

 龍男
タツオ

80 547.4 21 人生100歳シニアよ、新デジタル時代を共に生きよう! 牧
マキ

 壮
タケシ

81 561.9 21 イタイイタイ病発生源対策50年史 畑
ハタ

 明郎
アキオ

82 590 21 家事こそ、最強のビジネストレーニングである 堀
ホリ

 宏史
ヒロシ

83 591 21 買ったら一生バカを見る金融商品 荻原
オギワラ

 博子
ヒロコ

84 594.3 21 かぎ針で編むクリスマス雑貨

85 596 21 「からだ温め」万能だれで免疫力アップごはん 藤井 恵

86 596.4 21 弁当美術館 nancy
ナンシー

87 596.6 21 満月珈琲店
マンゲツコーヒーテン

のレシピ帖
チョウ

桜田
サクラダ

 千尋
チヒロ

88 596.8 21 いまさら聞けない箸の持ち方レッスン 中原 麻衣子

89 597.5 21 大人の片づけ 一田
イチダ

 憲子
ノリコ

農業・ペット・産業

90 601.1 21 過疎再生 松場
マツバ

 登美
トミ

91 611.3 21 SDGs
エスディージーズ

時代の食・環境問題入門 吉積
ヨシズミ

 巳貴
ミキ

92 625.8 21 国産アボカド栽培入門 東
ヒガシ　

 愛理
アイリ

93 645.6 21 保護犬と暮らすということ

94 657.8 21 きのこ図鑑 牛島 秀爾
シュウジ

95 666.9 21 人気の改良メダカ<上手な飼い方> 森 文俊

96 675.3 21 世界「失敗」製品図鑑 荒木 博行

97 699.6 21 日本懐かしラジオ大全
タイゼン

川野 将一
マサカズ
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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 世界遺産ガイド　日本編2022改訂版 古田 陽久

99 731 21 墨の色で作るアート雑貨 兎書屋
トショヤ

100 740.2 21 写真集の本 飯沢 耕太郎

101 754.9 21 100年後も伝えたい縁起のいい伝統折り紙 小林 一夫

102 780.7 21 メンタルトレーニングの奥義 リック・ウォルフ

103 783.8 21 飛距離アップの正解 大西 翔太

104 793 21 パリスタイルで愉しむ花生活12か月 斎藤 由美

105 796 21 終盤戦のストラテジー あらきっぺ

言語・文学（日本・外国）

106 801.7 21 通訳の仕事始め方・続け方 通訳　翻訳ジャーナル編集部

107 830 21 大西泰斗
ヒロト

のそれわ英語ぢゃないだらふ 大西 泰斗
ヒロト

108 901.4 ミズ エッセイを書こう 水木 亮

109 910.2 オウ ご機嫌剛爺 逢坂 剛

110 915.6 キタ 憂行日記 北 杜夫

111 921 ワシ 詩人別でわかる漢詩の読み方・楽しみ方 鷲野 正明

112 929.1 ソン 三十の反撃 ソン・ウォンピョン

113 933 ウツ 春どきのフレッド伯父さん P.G.ウッドハウス

114 933 デイ 魔の山 ジェフリー・ディーヴァー

115 933 ホロ ヨルガオ殺人事件　上・下 アンソニー ・ホロヴィッツ

116 933 ユア 東京ゴースト・シティ バリー・ユアグロー

117 953 クノ 地下鉄のザジ レーモン・クノー

ヤングアダルト（中学・高校生向け）

118 327.1 21 弁護士になるには 飯島
イイジマ

 一孝
カズタカ

119 498.2 21 14歳から考えたい優生学 フィリッパ・レヴィン

120 596 21 おうちを韓国カフェにする! もーちぃ

121 780 21 スポーツの世界から暴力をなくす30の方法 土井 香苗

122 F クロ #マイネーム 黒川 裕子

123 F コデ 文豪中学生日記 小手鞠 るい

大活字本

124 E イツ 林住期 五木
イツキ

 寛之
ヒロユキ

125 F ウチ 終わった人　上・下 内館
ウチダテ

 牧子

126 F ヤマ 信長死すべし　上・中・下 山本 兼一

参考図書

127 338.1 カイ 会社四季報　2022年版

128 351 ニホ 日本の統計　2021 総務省統計局

129 366 ロウ 労働経済白書　令和3年版 厚生労働省
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