
ＮＯ．３７４　2022年1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 アン ぜんぶ愛。 安藤 桃子

2 E イケ すごいトシヨリ散歩 池内 紀
オサム

3 E オガ 遠慮深いうたた寝 小川 洋子

4 E コイ 月夜の森の梟
フクロウ

小池 真理子

5 E コバ 私たち、まだ人生を1回も生き切っていないのに 小林 エリコ

6 E ソノ 一人でぽつんと生きればいい 曽野 綾子

7 E チハ 胃が合うふたり 千早 茜

8 E ヒラ 父のビスコ 平松 洋子

日本の小説

9 F アイ 同志少女よ、敵を撃て 逢坂
アイサカ

 冬馬
トウマ

10 F アン 蚕
カイコ

の王 安東
アンドウ

 能明
ヨシアキ

11 F イト 夜叉の都 伊東 潤

12 F オノ ミニシアターの六人 小野寺 史宜

13 F カゼ 宮本武蔵の猿 風野 真知雄

14 F キタ 中野のお父さんの快刀乱麻　3 北村 薫

15 F コン ボーダーライト 今野 敏

16 F サエ 雪見酒　[新・酔いどれ小藤次　21] 佐伯 泰英

17 F シロ ダブルバインド 城山 真一

18 F シン 倒産続きの彼女 新川 帆立
ホタテ

19 F タチ 濁り水　[FIRE'S OUT
フ ァ イ アー ズア ウト

　4] 日明
タチモリ

 恩
メグミ

20 F ツム 現代生活独習ノート 津村 記久子

21 F ナガ 秘剣の名医　10 永井 義男

22 F ニシ 十津川警部追憶のミステリー・ルート 西村 京太郎

23 F ハタ 御坊日々
ゴボウニチニチ

畠中 恵

24 F ハヤ 李王家の縁談 林 真理子

25 F ホン フェイクフィクション 誉田
ホンダ

 哲也

26 F ミナ 残照の頂
イタダキ

　[山女日記　2] 湊 かなえ

27 F ミヤ 二千億の果実 宮内 勝典
カツスケ

28 F ユア 四月の岸辺 湯浅 真尋
マヒロ

29 F ユズ らんたん 柚木 麻子

⑰



分類 図書記号 書名 編著者名

情報・読書・心理学・宗教

30 002.7 21 楽しい&
アンド

ときめく!和気
ワキ

文具の手帳の作り方レッスン 今田 里美

31 007.6 21 できるWindows 11
ウィンドウズイレブン

法林
ホウリン

 岳之
タカユキ

32 010.4 21 司書になった本の虫 早坂 信子

33 019.5 21 父母&
アンド

保育園の先生おすすめのシリーズ絵本200冊 絵本ナビ

34 019.9 21 ここに物語が 梨木
ナシキ

 香歩
カホ

35 041 21 立花隆の最終講義 立花 隆

36 146.8 21 わたしの心が傷つかないように ソルレダ

37 159 21 LIFE
ライフ

 SHIFT
シフト

　2
ツー

アンドリュー・スコット

38 159 21 ヤマザキマリの人生談義 ヤマザキ マリ

39 159 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

歴史・伝記・地理・旅行

40 209 21 漫画サピエンス全史　文明の正体編 ユヴァル・ノア・ハラリ

41 210.04 21 超ワイド!2000年絵巻 朝日新聞出版

42 210.1 21 中国史とつなげて学ぶ日本全史 岡本 隆司

43 210.4 21 鎌倉殿を立てた北条家の叡智
エイチ

加来
カク

 耕三

44 210.5 21 一冊でわかる江戸時代 大石 学

45 210.6 21 明治維新の研究 津田 左右吉
ソウキチ

46 280.4 21 人間晩年図巻　2000-03年 関川 夏央
ナツオ

47 289.3 ギル ハーベン ハーベン・ギルマ

48 291 21 記憶に残る廃村旅 浅原 昭生
アキオ

49 291.6 21 ことりっぷ丹波篠山

50 291.6 21 道の駅で楽しむグルメ温泉エンタメガイド

51 295.3 21 グランマ・ゲイトウッドのロングトレイル ベン・モンゴメリ

政治・社会・教育・国防

52 310.4 21 岸田ビジョン 岸田 文雄

53 312.1 21 覚えておきたい総理の顔100 本間
ホンマ

 康司
コウジ

54 318.2 21 大阪の選択 善教 将大
ゼンキョウ　マサヒロ

55 324.9 21 夫婦別姓 栗田
クリタ

 路子
ミチコ

56 336.2 21 仕事はかどり図鑑 河西
カワニシ

 紀明
ノリアキ

57 336.5 21 片づけが9割 清水
シミズ

 申彦
ノブヒコ

58 345.1 21 超シンプルな青色申告、教えてもらいました! 藤原 道夫

59 367.3 21 夫婦の教科書 熊野 英一

60 367.3 21 母のトリセツ 黒川 伊保子
イホコ

61 369.2 21 しゃべらなくても楽しい!シニアの運動不足解消&
アンド
ストレス発散体操50 斎藤 道雄

62 376.8 21 いま知らないと後悔する2024年の大学入試改革 石川 一郎

63 379.9 21 いちばんていねいなはじめてのおうちモンテッソーリ 北川 真理子

⑱



分類 図書記号 書名 編著者名

自然科学・地学・動物・医学

64 427 21 光・電波・電磁波の基本と応用がよくわかる本 堀越 智

65 440.2 21 女性と天文学 ヤエル・ナゼ

66 454.9 21 京阪神スリバチの達人 新之介

67 489.6 21 クジラのおなかに入ったら 松田 純佳
アヤカ

68 491.3 21 好きになる生理学 田中 越郎

69 493.1 21 貧血の人の基本の食事 鈴木 謙

70 493.2 21 狭心症・心筋梗塞治療大全 三田村 秀雄

71 493.7 21 その「うつ」っぽさ適応障害かもしれません 岩波 明

72 493.7 21 みんなの双極症 南中
ミナミナカ

 さくら

73 494.7 21 全国から患者が集まる麻酔科医のヘバーデン結節・手指の痛みの治し方 富永 喜代
キヨ

74 495.4 21 最先端治療子宮がん・卵巣がん

75 497.2 21 長生きしたい人は歯周病を治しなさい 天野 敦雄

76 498.3 21 60代からの鎌田式ズボラ筋トレ 鎌田 實
ミノル

技術・工学・生活

77 519.1 21 亡国
ボウコク

の環境原理主義 有馬 純

78 523 21 絵本のようにめくる建築の物語 田所
タドコロ

 辰之助
シンノスケ

79 547.5 21 まるわかり!5G
ファイヴジー

ビジネス　2022 日本経済新聞出版

80 571.6 21 トコトンやさしい乾燥技術の本 立元
タテモト

 雄治
ユウジ

81 588.5 21 匠が教える酒のすべて 大越
オオコシ

 智華子
チカコ

82 590 21 TEST
テスト

 the
ザ

 BEST
ベスト

　2022

83 593.5 21 稼働率100%
パーセント

クローゼットの作り方 小山田
オヤマダ

 早織
サオリ

84 594.3 21 はじめて作るマクラメ 村上 沙織

85 595.5 21 即効!若見え顔筋
ガンキン

ほぐし 服部
ハットリ

 恵
メグミ

86 596 21 基本からわかる男の料理術 辻調理師専門学校

87 596.3 21 世界のサラダ図鑑 佐藤
サトウ

 政人
マサヒト

88 596.7 21 世界一のバリスタが書いたコーヒー1年生の本 井崎
イザキ

 英典
ヒデノリ

89 598.2 21 赤ちゃんもママもうれしい幸せな出産 藤原
フジハラ

 紹生
ツグオ

農業・ペット・産業

90 606.9 21 EXPO
エキスポ

'70大阪万博の記憶とアート 橋爪
ハシズメ

 節也
セツヤ

91 611.8 21 知らなきゃ損する新農家の税金 鈴木 武

92 625 21 おいしい果樹の育て方 野田 勝二
カツジ

93 645.7 21 図書館司書30人が選んだ猫の本棚 高野 一枝

94 659 21 週末猟師 原田 祐介

95 675.1 21 素晴らしきお菓子缶の世界 中田 ぷう

96 686 21 近畿日本鉄道のすべて 「旅と鉄道」編集部

97 693.8 21 風景印
フウケイイン

ミュージアム 古沢
フルサワ

 保
タモツ

⑲
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国立がん研究センター
中央病院腫瘍内科



分類 図書記号 書名 編著者名

芸術・スポーツ・諸芸

98 721 21 裁かれた絵師たち 五十嵐 公一

99 725.5 21 超絶リアルな色鉛筆画のテクニック ここまる

100 740.6 21 和装ウエディング&
アンド

成人式撮影ガイドブック 安澤
アンザワ

 剛直
タケナオ

101 750.2 21 宮廷のデザイン 八條 忠基
ハチジョウ　タダモト

102 759 21 レゴライフハックス DK
ドーリングキンダーズリー

社

103 769.9 21 トウシューズのすべて 富永 明子

104 783.7 オオ スポーツ記者が見た大谷翔平栄光の軌跡

105 788.3 21 自宅でできるキックボクササイズ 岡田 敦子

言語・文学（日本・外国）

106 804 21 だんまり、つぶやき、語らい 鷲田
ワシダ

 清一
キヨカズ

107 837.5 21 翻訳エクササイズ 金原
カネハラ

 瑞人
ミズヒト

108 901.4 キタ 批評の教室 北村 紗衣
サエ

109 902.3 ノリ フェアプレイの向こう側 法月 綸太郎

110 911.4 ゼン シルバー川柳ベストセレクション 全国有料老人ホーム協会

111 911.6 オノ 都々逸
ドドイツ

っていいなあ 小野 桂之介

112 916 チユ 少女たちの戦争 中央公論新社

113 918.6 タニ ハムレット!ハムレット!! 谷川 俊太郎

114 929.8 タゴ 三日月 ラビンドラナート・タゴール

115 933 カツ ヴァンダル王国の神託を解き明かせ!　上・下 クライブ・カッスラー

116 933 サヴ パワー・オブ・ザ・ドッグ トーマス・サヴェージ

117 963 バル ケルト人の夢 マリオ・バルガス=リョサ

ヤングアダルト（中学・高校生向け）

118 007.3 21 AI
エーアイ

の時代を生きる 美馬
ミマ

 のゆり

119 151.4 21 14歳からの個人主義 丸山 俊一

120 172 21 神話でたどる日本の神々 平藤
ヒラフジ

 喜久子
キクコ

121 316.1 21 平等ってなんだろう? 齋藤 純一

122 498.1 21 「心」のお仕事 河出書房新社

123 538.9 21 図解でわかる14歳からの宇宙活動計画 インフォビジュアル研究所

124 816.8 21 カキナーレ 深谷
フカヤ

 純一
ジュンイチ

125 933 クロ タフィー サラ・クロッサン

126 F オツ サマーゴースト loundraw
ラウンドロー

127 F クサ マイブラザー 草野 たき

128 F ニツ 昔話法廷　Season
シーズン

5 NHK E
エヌエイチケー　イー

テレ「昔話法廷」制作班

参考図書 ※館内閲覧のみ

129 780.6 21 東京2020オリンピック公式記録集

130 288.4 19 皇位継承事典 吉重
ヨシシゲ

 丈夫
タケオ

⑳


