
ＮＯ．３７６　2022年3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 イツ 一期一会の人びと 五木 寛之

2 E キシ モヤモヤするけどスッキリ暮らす 岸本 葉子

3 E コウ 幸田文 老いの身じたく 幸田 文
アヤ

4 E サト 愛子の格言 佐藤 愛子

5 E サノ とどのつまり人は食う 佐野 洋子

6 E セト 今を生きるあなたへ 瀬戸内 寂聴

7 E ヤマ 吉祥寺ドリーミン 山田 詠美

8 E ヤマ 大人の美学 山口 路子

日本の小説

9 F アリ 捜査線上の夕映え 有栖川
アリスガワ

 有栖
アリス

10 F イト 威風堂々　上・下 伊東 潤

11 F エク ひとりでカラカサさしてゆく 江國 香織

12 F オン 愚かな薔薇
バラ

恩田 陸

13 F カゼ お庭番とくノ一　1 風野 真知雄

14 F コス 隠し絵　[風烈廻り与力・青柳剣一郎　56] 小杉 健治

15 F サエ 異変ありや　[空也十番勝負　6] 佐伯 泰英

16 F シバ あんの夢　[お勝手のあん　5] 柴田 よしき

17 F スナ 黛家
マユズミケ

の兄弟　[神山藩シリーズ　2] 砂原 浩太朗

18 F タマ 古道具おもかげ屋 田牧 大和
ヤマト

19 F チネ 真夜中のマリオネット 知念
チネン

 実希人
ミキト

20 F ナカ おわかれはモーツァルト 中山 七里

21 F ナン 特許やぶりの女王 南原
ナンバラ

 詠
エイ

22 F ノリ 皆のあらばしり 乗代
ノリシロ

 雄介

23 F ハム 約束 葉室 麟

24 F ハラ 丘の上の賢人 原田 マハ

25 F マリ 一九六一東京ハウス 真梨
マリ

 幸子
ユキコ

26 F ムラ 桜風堂夢ものがたり　[桜風堂ものがたり　3] 村山 早紀

27 F ムレ おネコさま御一行　[れんげ荘物語　6] 群 ようこ

28 F ヨシ ミトンとふびん 吉本 ばなな

29 F ワダ 団十郎菓子　[料理人季蔵
トシゾウ

捕物控　42] 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

30 007.3 22 炎上社会
エンジョウシャカイ

を考える 伊藤 昌亮
マサアキ

31 007.6 22 はじめてのWindows
ウィンドウズ

 11 戸内
トウチ

 順一

32 019 22 千年の読書 三砂
ミサゴ

 慶明
ヨシアキ

33 019.9 21 無敵の読解力 池上 彰

34 131.2 ソク ソクラテスと若者たち 三嶋
ミシマ

 輝夫
テルオ

35 140 22 アドラー心理学見るだけノート 小倉
オグラ

 広
　ヒロシ

36 146.8 21 我慢して生きるほど人生は長くない 鈴木 裕介
ユウスケ

37 159 21 さよたんていのおなやみ相談室 さよたんてい

38 159 22 自分の意見で生きていこう ちきりん

39 188.4 22 最澄と天台宗のこころ 桑谷
クワタニ

 祐顕
ユウケン

歴史・伝記・地理・旅行

40 210.04 21 もし幕末に広報がいたら 鈴木 正義
マサヨシ

41 210.4 21 「室町殿」の時代 久水
ヒサミズ

 俊和
トシカズ

42 210.4 21 大坂城 北川 央
ヒロシ

43 213 22 江戸前の海の物語 河野
コウノ

 博

44 235 22 女性たちのフランス革命 クリスティーヌ・ル・ボゼック

45 289.1 アサ 20歳(はたち)のソウル 中井 由梨子

46 289.1 ホウ 史伝北条義時 山本 みなみ

47 291 22 全国日帰りバスの旅 加藤 佳一
ヨシカズ

48 291.3 21 ほじくりストリートビュー ザ★フューチャー 能町
ノウマチ

 みね子

49 291.5 22 るるぶ鎌倉殿の13人

50 291.5 22 東海道五十三次いまむかし歩き旅 高橋 真名子

51 292.5 22 西ネパール・ヒマラヤ最奥
サイオウ

の地を歩く 稲葉 香
カオリ

政治・社会・教育・国防

52 304 21 ヒトの壁 養老 孟司

53 304 22 日本と世界の時事キーワード　2022-2023年版 時事問題リサーチ

54 324.6 21 男の離婚読本 飯野 たから

55 324.7 22 親子で知っておきたいはじめての相続と遺言 ベンチャーサポート相続税理士法人

56 336.4 22 ビジネスマナーと仕事の基本ゆる図鑑 岡田 充弘

57 345 22 あなたが払う税金はざっくり言ってこれくらい 磯山 仁志

58 366.2 21 「おひとりさま」のお金の増やし方 瀬戸山 エリカ

59 367.3 21 母のトリセツ 黒川 伊保子

60 368.2 21 コロナ貧困 藤田 孝典

61 375.2 21 校則改革 河崎 仁志

62 378 21 得意なこと苦手なことが極端なきみへ 高山 恵子

63 383.8 21 和菓子のひみつ 「江戸楽
エドガク

」編集部

⑱



分類 図書記号 書名 編著者名

自然科学・地学・動物・医学

64 407 22 ビーカーくんがゆく!工場・博物館・実験施設 うえたに夫婦

65 435.4 22 知られざる水の化学 齋藤 勝裕
カツヒロ

66 443.9 22 最強に面白い!!宇宙の終わり

67 489.7 21 ゾウが教えてくれたこと 入江 尚子

68 490.2 21 図解医療の世界史 久繁
ヒサシゲ

 哲徳
アキノリ

69 491.3 22 生命知能と人工知能 高橋 宏知

70 492.7 21 おうちでできるやさしいお灸 石本 和也

71 493.1 22 ぜんぶわかる高齢者のからだと病気 秋下 雅弘

72 493.7 22 マンガでわかる!認知症 和田 秀樹

73 493.8 21 mRNA
エムアールエヌエー

ワクチンの衝撃 ジョー・ミラー

74 494.5 21 がんに負けないたった3つの筋トレ 佐藤 典宏

75 495 22 もし親友が婦人科医で、何でも聞けるとしたら? シーラ・デ・リス

76 498.3 22 頑張りすぎる人のための疲れない習慣 上符
ウワブ

 正志
マサシ

技術・工学・生活

77 507.2 21 知りたいことがすぐわかる図解知的財産権のしくみ ジーベック国際特許事務所

78 519 22 環境経済学 スティーヴン・スミス

79 564 22 鉄の日本史 松井 和幸

80 589.2 22 私はわたし、84歳のスタイルブック 木村 眞由美

81 590.4 22 私をあたらしくする51のこと 本多
ホンダ

 さおり

82 591 22 長生き地獄 森永 卓郎

83 594.3 22 もふもふしたくなるあみぐるみにゃんこ 眞道
シンドウ

 美恵子
ミエコ

84 595.6 22 リバウンドなし!1日3分でやせる亀
カメ

トレ ユウトレ

85 596 22 おいしすぎるたんぱく質おかず 藤井 恵

86 596 22 ハーブのひと皿 Scales
スケイル

87 596.6 22 12か月の小さくてかわいいスイーツの贈り物 柳谷
ヤナギダニ

 みのり

88 596.9 22 ムダなく使いきれる!冷蔵庫収納術 島本 美由紀

89 597.9 21 病気がイヤならその掃除をやめなさい。 松本 忠男

農業・ペット・産業

90 619.9 21 サフランの歴史 ラーミン・ガネシュラム

91 627.7 22 多肉植物
タニクショクブツ

図鑑 小林 浩

92 645.6 22 as
アズ

 know
ノウ

 as
アズ

 de
デ

 wan
ワン

のかわいいワンコ服 アズノゥアズ

93 649 22 ある獣医師のひとりごと 稲田
イナダ

 聖子
ショウコ

94 673.9 22 人材派遣のことならこの1冊 岡田 良則

95 675 22 マーケティング戦略 和田 充夫
ミツオ

96 686.2 21 もっと鉄道珍百景 坪内 政美

97 699.6 22 日本懐かしテレビ大全

⑲
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分類 図書記号 書名 編著者名

芸術・スポーツ・諸芸

98 724.4 21 野村重存3色で描く水彩画の手ほどき 野村 重存
シゲアリ

99 754.9 22 楽しく遊ぼう!紙のおもちゃ部 moko
モコ

100 756.6 22 日本刀入門 刀剣ファン編集部

101 763.2 22 老後とピアノ 稲垣 えみ子

102 779.1 22 浪曲は蘇る 杉江
スギエ

 松恋
マツコイ

103 789.2 22 一本がとれる!柔道立ち技必勝のコツ55 上水
アゲミズ

 研一朗
ケンイチロウ

104 792 22 心と体に効くお香のある生活 椎名 まさえ

105 796 21 藤井聡太の選択 谷合
タニアイ

 廣紀
ヒロキ

言語・文学（日本・外国）

106 815.8 22 「させていただく」の使い方 椎名 美智

107 818 21 それいけ!方言探偵団 篠崎 晃一

108 910.2 セト 寂聴さんに教わったこと 瀬尾 まなほ

109 911.3 ナツ 夏井いつきの世界一わかりやすい俳句鑑賞の授業 夏井 いつき

110 911.4 ミヤ シルバー川柳　ああ夫婦編 みやぎシルバーネット

111 916 エン ママがもうこの世界にいなくても 遠藤 和
ノドカ

112 923 リウ 火守
ヒモリ

劉
リウ

 慈欣
ツーシン

113 933 グリ 冤罪法廷　上・下 ジョン ・グリシャム

114 933 ナツ クライ・マッチョ N.リチャード・ナッシュ

115 933 ホガ 未踏の蒼穹
ソウキュウ

ジェイムズ・P.ホーガン

116 933 ルカ シルバービュー荘にて ジョン・ル・カレ

117 976 ブツ アウシュヴィッツの小さな姉妹 タチアナ・ブッチ

ヤングアダルト（中学・高校生向け）

118 013.1 22 司書の一日 WILL
ウィル

こども知育研究所

119 159 22 13歳から分かる!人を動かす 藤屋
フジヤ

 伸二
シンジ

120 361.4 22 「人それぞれ」がさみしい 石田 光規
ミツノリ

121 519 22 2050年の地球を予測する 伊勢
イセ

 武史
タケシ

122 611.3 22 食べものが足りない! 井出 留美

123 809.6 22 13歳からのファシリテーション ちょん せいこ

124 908.3 モモ 5分後に意外な結末ex
イーエックス

　7 桃戸 ハル

125 F ヒナ 火狩りの王　外伝 日向
ヒナタ

 理恵子

大活字本

126 694.6 21 いちばんやさしい60代からのiPhone
アイフォーン

 13/13 Pro
プロ

/13 Pro
プロ

 Max
マックス

/13 mini
ミ ニ

増田 由紀

参考図書　＊館内閲覧のみ＊

127 007.3 メイ 迷惑メール白書　2021 迷惑メール対策推進協議会

128 392.1 ニホ 日本の防衛　令和3年版 防衛省

129 319.1 ガイ 外交青書　第64号（令和3年版） 外務省

⑳


