
ＮＯ．３７８　2022年5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 イト 人生おろおろ 伊藤 比呂美

2 E オン 月曜日は水玉の犬 恩田 陸

3 E サカ うまれることば、しぬことば 酒井 順子

4 E ジエ きれいになりたい気がしてきた ジェーン・スー

5 E タカ これは、アレだな 高橋 源一郎

6 E ナカ 幸福幻想 中村 うさぎ

7 E ノナ 犬棒日記　続 乃南 アサ

8 E モリ 老いの正体 森村 誠一

日本の小説

9 F アサ 青い雪 麻加
アサカ

 朋
トモ

10 F イマ 幸村を討て 今村 翔吾

11 F ウチ 名探偵・浅見光彦全短編 内田 康夫

12 F オカ 珈琲店タレーランの事件簿　7 岡崎 琢磨
タクマ

13 F カク タラント 角田 光代

14 F キリ 燕
ツバメ

は戻ってこない 桐野 夏生
ナツオ

15 F コン 無明
ムミョウ

　[警視庁強行犯係・樋口顕
ヒグチアキラ

　7] 今野 敏

16 F サエ 独り立ち　[吉原裏同心　37] 佐伯 泰英

17 F シオ 朱色の化身 塩田 武士

18 F セオ 夏の体温 瀬尾 まいこ

19 F チノ 新・入り婿侍商い帖　9 千野 隆司

20 F ツジ レジェンドアニメ! 辻村 深月

21 F ナガ コーリング・ユー 永原 皓
コウ

22 F ヌカ 弊社は買収されました! 額賀
ヌカガ

 澪
ミオ

23 F ハマ ロング・アフタヌーン 葉真中
ハマナカ

 顕
アキ

24 F フク 繭の季節が始まる 福田 和代

25 F マツ 無月
ムゲツ

の譜 松浦 寿輝
ヒサキ

26 F ムラ 風の港 村山 早紀

27 F ヤク 刑事弁護人 薬丸 岳
ガク

28 F ヨシ 幕府軍艦「回天」始末 吉村 昭

29 F ワタ 紅
クレナイ

の墓標　[オッドアイ　9] 渡辺 裕之

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 NFT
エヌエフティー

ビジネス見るだけノート 増田 雅史

31 007.6 22 疲れないパソコン仕事大全
シゴトタイゼン

大林 ひろこ

32 018 22 アーキビストとしてはたらく 下重 直樹
シモジュウ ナオキ

33 019.9 22 <自分>を知りたい君たちへ 養老
ヨウロウ

 孟司
タケシ

34 102 22 世界を変えた150の哲学の本 アダム・フェルナー

35 140 22 アドラー心理学見るだけノート 小倉 広

36 148.5 22 日本で一番わかりやすい九星方位気学
キュウセイホウイキガク

の本 田口 二州
ニシュウ

37 159 22 孤独を抱きしめて 下重 暁子
シモジュウ　アキコ

38 159.7 22 自分の強みの見つけかた 垣内
カキウチ

 俊哉
トシヤ

39 161.3 22 人類と神々の4万年史
ヨンマンネンシ

　上・下 ニール ・マクレガー

歴史・伝記・地理・旅行

40 202.5 22 図説世界の水中遺跡 木村 淳
ジュン

41 210.07 22 地域歴史文化継承ガイドブック 天野 真志
マサシ

42 210.3 22 知るほど不思議な平安時代　上・下 繁田 信一

43 210.7 22 東京大空襲・戦災資料センター図録 いのちと平和のバトンを 吉田 裕
ユタカ

44 222 22 古代中国の日常生活 荘
ソウ

 奕傑
エキケツ

45 288.3 22 徳川15代将軍解体新書 河合 敦

46 289.1 ミナ 源為朝
ミナモトノタメトモ

伝説 藤井 勝彦

47 290.9 22 地球の歩き方ムー

48 291 22 おとしより イザベル・ボワノ

49 291 22 日本の泊まれる○○

50 291.5 22 穂高に生きる 今田 重太郎

51 299.1 22 風のことは風に問え 辛坊
シンボウ

 治郎
ジロウ

政治・社会・教育・国防

52 318.1 22 例規
レイキ

でわかる!1年目のための公務員六法 宮澤 正泰

53 324.1 22 印鑑の基礎知識 寺澤 正孝

54 335.1 22 知識ゼロからのSDGs
エスディージーズ

入門 夫馬
フマ

 賢治
ケンジ

55 335.8 22 図解NPO
エヌピーオー

法人の設立と運営のしかた 宮入
ミヤイリ

 賢一郎
ケンイチロウ

56 338 22 教養としての「金融＆
アンド

ファイナンス」大全
ダイゼン

野崎 浩成

57 365.3 22 実家の空き家問題を解決する! 主婦の友社

58 369 22 子ども・若者ケアラーの声からはじまる 斎藤
サイトウ

 真緒
マオ

59 369.3 22 ぼくはロヒンギャ難民。 小峯
コミネ

 茂嗣
シゲツグ

60 378.2 22 やさしくわかるはじめての手話 手話教室華乃樹
ハナノキ

61 382 22 ビジネスエリートの必須教養「世界の民族」超入門 山中 俊之

62 383.8 22 世界のカレー図鑑 地球の歩き方編集室

63 392.1 22 女性自衛官 上野 友子

⑱



分類 図書記号 書名 編著者名

自然科学・地学・動物・医学

64 404 22 科学で解き明かす禁断の世界 エリカ・エンゲルハウプト

65 451.7 22 稲妻と雷の図鑑 吉田 智
サトル

66 465.8 22 酵母 文明を発酵させる菌の話 ニコラス・マネー

67 486.8 22 世界で一番美しい蝶図鑑 海野
ウンノ

 和男

68 489.5 22 パンダとわたし 黒柳徹子と仲間たち

69 492.7 22 足・ふくらはぎのツボ地図大全
タイゼン

五十嵐 康彦

70 493.1 22 大人の食物アレルギー 福冨
フクトミ

 友馬
ユウマ

71 493.7 22 身近な人が脳梗塞・脳出血になったときの介護と対策 鈩 裕和
タタラ ヒロカズ

72 494.5 22 もしもあなたの大切な人が末期がんになったら 福山 嘉綱
ヨシツナ

73 496.3 22 黄斑変性
オウハンヘンセイ

・浮腫
フシュ

で失明しないために 平松 類

74 498.3 22 60代からの最高の体調 平澤 精一

75 498.3 22 名医が教える飲酒の科学 葉石
ハイシ

 かおり

76 498.5 22 はじめての食品成分表 香川 明夫

技術・工学・生活

77 507.2 22 特許法・著作権法 小泉 直樹

78 543.5 22 日米中枢9人の3.11 太田 昌克
マサカツ

79 548.2 22 今すぐ使えるかんたん自作パソコン リンクアップ

80 589.2 22 リセット!仕事服 松 はじめ

81 590.4 22 すてきメモ303選 加茂谷
カモヤ

 真紀
マキ

82 591 22 お金が貯まる人は、なぜ部屋がきれいなのか 黒田 尚子

83 594.2 22 スタンプワーク

84 595 22 部位別全身スキンケア大全
タイゼン

尾崎 由美

85 595.4 22 大人のための美人ヘアカタログ　2022

86 596 22 四季dancyu
ダンチュウ

春のレシピ

87 596 22 心とからだが元気になる鉄分レシピ 小田 真規子

88 596.3 22 後藤
ゴトウ

 浩一
コウイチ

89 599.5 22 生後すぐからできる赤ちゃんの筋トレあそび 川島
カワシマ

 智世
チヨ

農業・ペット・産業

90 619.8 22 海を越えたジャパン・ティー ロバート・ヘリヤー

91 627.9 22 子どもと楽しむ雑草ブーケ＆
アンド

室内飾り へんみ ゆかり

92 636 22 桑の文化誌 ピーター・コールズ

93 645.7 22 ほとんどネコのこと 岩合
イワゴウ

 光昭
ミツアキ

94 653.8 22 農家が教える竹やぶ減らし 農山漁村文化協会

95 673.3 22 コールセンターもしもし日記 吉川 徹

96 674 22 広告の見方ものの見方 天野 祐吉
ユウキチ

97 686.1 22 鉄道好きのための法律入門 小島 好己
ヨシキ

⑲
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浅草・フルーツパーラーゴトーの
フルーツをもっとおいしく楽しむ本



分類 図書記号 書名 編著者名

芸術・スポーツ・諸芸

98 702 22 世界をゆるがしたアート スージー・ホッジ

99 724 22 ふわっとやさしい和のイラスト 鮎裕
アユユウ

100 726.1 22 新しい教養としてのポップカルチャー 内藤 理恵子

101 743 22 新しい写真の常識あなたの写真は全部、正解。 わたなべ りょう

102 754.9 22 マイマイのユルかわ!最強折り紙 今井 雄大

103 763.2 22 はじめてのひさしぶりの大人のピアノ　久石譲特集[2022]改訂版

104 779.1 カワ はんにゃ川島のお笑いがんサバイバー 川島 章良
アキヨシ

105 783.7 シン 新庄剛志楽しく夢をかなえる言葉 児玉 光雄

言語・文学（日本・外国）

106 809.5 22 聞き出す力 近藤 勝重

107 829.1 22 韓国語超入門ブック 石田 美智代

108 911.5 マド うたをうたうとき まど みちお

109 914.4 カモ フツーに方丈記 大原 扁理
ヘンリ

110 916 ワカ 東大教授、若年性アルツハイマーになる 若井 克子

111 929.1 クル 大丈夫じゃないのに大丈夫なふりをした クルベウ

112 933 アレ ビール職人の秘密と推理　3 エリー ・アレグザンダー

113 933 カジ 連続自殺事件 ジョン・ディクスン・カー

114 933 ヘイ ミッドナイト・ライブラリー マット・ヘイグ

115 933 リユ 創られた心 ケン・リュウ

116 949.8 ペシ 悪い弁護士は死んだ　上・下 レイフ・GW.ペーション

117 953 ルク ビトナ ル・クレジオ

ヤングアダルト（中学・高校生向け）

118 327.8 22 少年のための少年法入門 山下 敏雅
トシマサ

119 450 22 なぜ地球は人間が住める星になったのか? 山賀
ヤマガ

 進
ススム

120 596 22 生き抜くためのごはんの作り方 河出書房新社

121 816 22 文章がフツーにうまくなるとっておきのことば術 関根
セキネ

 健一
ケンイチ

122 989.9 ヴイ シベリアの俳句 ユルガ・ヴィレ

123 F サト スネークダンス 佐藤 まどか

大活字本

124 159 21 【大活字】極上の孤独 下重 暁子
シモジュウ　アキコ

125 E ミヤ 【大活字】随想春夏秋冬 宮城谷 昌光

126 F イジ 【大活字】星月夜
ホシヅキヨ

　上・下 伊集院 静

127 F ニツ 【大活字】陽炎　上・下 新田 次郎

参考図書　＊館内閲覧のみ＊

128 338.1 カイ 会社四季報　2022年2集春号

129 059 セカ 世界年鑑　2022 共同通信社
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