
ＮＯ．３８１　2022年8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 イノ この世の真実が見えてくる 井上 ひさし

2 E ハム 読書の森で寝転んで 葉室 麟

3 E マツ 今日もごきげんよう 松浦 弥太郎

4 E ミウ とあるひととき 三浦 しをん

5 E ムレ 今日は、これをしました 群 ようこ

6 E ヤマ こころの風景 山折 哲雄

7 E ヤマ 地球、この複雑なる惑星に暮らすこと ヤマザキ マリ

8 E ヨシ 私と街たち<ほぼ自伝> 吉本 ばなな

日本の小説

9 F アサ 俺ではない炎上 浅倉 秋成

10 F イチ 安土の日蝕 市原 麻里子

11 F オノ 奇跡集 小野寺 史宜
フミノリ

12 F カキ あきらめません! 垣谷
カキヤ

 美雨
ミウ

13 F カワ 絞め殺しの樹 河崎 秋子

14 F コン 石礫
セキレキ

　[機
キ

捜
ソウ

235　2] 今野 敏

15 F サエ 浮世小路の姉妹 佐伯 泰英

16 F シバ あんの信じるもの　[お勝手のあん　6] 柴田 よしき

17 F シヨ 時効犯 翔田
ショウダ

 寛
カン

18 F チネ 死神と天使の円舞曲 知念
チネン

 実希人
ミキト

19 F ツジ 春風譜　[風の市兵衛　31] 辻堂
ツジドウ

 魁
カイ

20 F テラ カレーの時間 寺地 はるな

21 F ナカ 棘
トゲ

の家 中山 七里

22 F ニシ 雨滴は続く 西村 賢太

23 F ヒガ うまたん 東川 篤哉

24 F ブレ 両手にトカレフ ブレイディみかこ

25 F ミヤ 子宝船　[きたきた捕物帖　2] 宮部 みゆき

26 F ヤマ 入舟長屋のおみわ　4 山本 巧次

27 F ヨコ 忍者に結婚は難しい 横関 大

28 F ヨシ 十三階の仇
ユダ

　[警視庁公安部特別諜報員・黒江律子　5] 吉川 英梨

29 F ワダ さしみ朝膳　[料理人季蔵
トシゾウ

捕物控　43] 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

30 007.1 22 AI
エーアイ

はすべてを変える マーティン・フォード

31 007.6 22 仕事で役立つ!PDF
ピーディーエフ

完全マニュアル 桑名 由美

32 016.2 22 公立図書館における電子図書館サービスの現状 吉井
ヨシイ

 潤
ジュン

33 069 22 ミュージアムグッズのチカラ　2 大澤
オオサワ

 夏美
ナツミ

34 122 22 中国の水の思想 蜂屋
ハチヤ

 邦夫
　クニオ

35 141.5 22 認知バイアス大全 川合
カワイ

 伸幸
ノブユキ

36 159 22 もっと早く言ってよ。 一田
イチダ

 憲子
ノリコ

37 159 22 よく生きるココロエ 岸見 一郎

38 165 22 地図でスッと頭に入る世界の三大宗教 保坂
ホサカ

 俊司
シュンジ

39 183 22 喜怒哀楽のお経を読む 釈
シャク

 徹宗
テッシュウ

歴史・伝記・地理・旅行

40 209 22 帝国の崩壊　上・下 鈴木 董
タダシ

41 210.04 22 こちら歴史探偵事務所!史実調査うけたまわります 跡部
アトベ

 蛮
バン

42 216.3 22 歴史の現場読み歩き。 松井 宏員
ヒロカズ

43 222.4 22 台湾の日本人 喜多 由浩
ヨシヒロ

44 234.9 22 カチンの森 ヴィクトル・ザスラフスキー

45 281 22 戦国武将、虚像と実像 呉座 勇一

46 288.4 アキ 秋篠宮 江森 敬治
ケイジ

47 289.1 ムラ 村雨辰剛と申します。 村雨
ムラサメ

 辰剛
タツマサ

48 290.9 22 世界の絶景に行ってみた。 詩歩

49 291 22 中央分水嶺
レイ

を旅する 栗田 貞多男
サダオ

50 291.6 22 京阪神発おいしい道の駅ドライブ　[2022]

51 293.8 22 フィンランドで気づいた小さな幸せ365日 島塚 絵里

政治・社会・教育・国防

52 302.3 22 ロシア点描 小泉
コイズミ

 悠
ユウ

53 322.1 22 お白洲から見る江戸時代 尾脇
オワキ

 秀和
ヒデカズ

54 334.3 22 世界少子化考 毎日新聞取材班

55 335 22 個人事業の教科書1年生 宇田川 敏正

56 336.9 22 超入門ゼロから「財務」 坪谷
ツボヤ

 敏郎
トシオ

57 361.4 22 なぜか聴きたくなる人の話し方 秀島
ヒデシマ

 史香
フミカ

58 361.4 22 部下後輩年下との話し方 五百田
イオタ

 達成
タツナリ

59 365 22 お気軽移住のライフハック100 宇都宮 ミゲル

60 365 22 遺品整理士が教える遺す技術と片付けの極意 木村
キムラ

 榮治
エイジ

61 377.1 22 大学の常識は、世間の非常識 塚崎
ツカサキ

 公義
キミヨシ

62 377.9 22 定年後にもう一度大学生になる 瀧本
タキモト

 哲哉
テツヤ

63 383.9 22 江戸の道具図鑑 飯田
イイダ

 泰子
ヤスコ

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 「ネコひねり問題」を超一流の科学者たちが全力で考えてみた グレゴリー・J.グバー

65 437 22 今こそ「わかる」有機化学入門 齋藤 勝裕
カツヒロ

66 461.1 22 ヒトはなぜ死ぬ運命にあるのか 更科 功

67 471.7 22 田んぼや水辺でみられる植物の芽生えハンドブック 浅井 元朗
モトアキ

68 486.1 22 虫のオスとメス、見分けられますか? 森上
モリウエ

 信夫

69 489.5 22 寝ても覚めてもアザラシ救助隊 岡崎 雅子

70 491.3 22 呼吸器のしくみ 弦間
ゲンマ

 昭彦
アキヒコ

71 493.1 22 糖尿病は炭水化物コントロールでよくなる! 團
ダン

 茂樹
シゲキ

72 493.7 22 メランコリーの文化史 谷川 多佳子

73 494.8 22 知っておきたい爪の知識と病気 東
ヒガシ

 禹彦
ノブヒコ

74 496.3 22 緑内障眼科医の私が患者ならこう対処!名医が教える最新1分習慣大全

75 498.5 22 中年女子のゆる薬膳。 池田 陽子

76 499.8 22 薬学博士が教える手づくり野草茶レシピ 中山 智津子

技術・工学・生活

77 501.6 22 間違いだらけのエネルギー問題 山本 隆三

78 520.6 22 決戦!株主総会 秋場 大輔

79 537.9 22 世界の自動車オールアルバム　2022年

80 557.8 22 海上保安レポート　2022 海上保安庁

81 585.7 22 紙もの 暮らしの図鑑編集部

82 590.4 22 ごみを出さない気持ちのいい暮らし 高砂 雅美

83 594 22 藍を楽しむ和小物 グラフィック社編集部

84 594.3 22 憧れのパイナップル模様とモチーフつなぎのレース

85 595.6 22 押すだけで勝手にやせる7つの老廃物ほぐし Elly
エリイ

86 596 22 「また作って!」と言われるおかわりおかず 上島
カミシマ

 亜紀
アキ

87 596.3 22 スピード完成!野菜の大量消費おかず342 食のスタジオ

88 596.9 22 台所図鑑 大木奈
オオキナ

 ハル子

89 599 22 子育てがつらいと思うあなたへ 寺崎 しのぶ

農業・ペット・産業

90 606.9 22 万博100の物語 久島
キュウシマ

 伸昭

91 614.6 22 農家が教える農家の土木 農文協

92 627.7 22 はじめての鉢バラ育て方の基本がわかる本 後藤 みどり

93 645.9 22 うさぎのほんね 森山 標子
シナコ

94 653.7 22 カバノキの文化誌 アンナ・ルウィントン

95 664.7 22 アオリイカの秘密にせまる 上田
ウエタ

 幸男
ユキオ

96 687.9 22 全国空港ウォッチングガイド　[2022] 改訂版

97 693.2 22 切手でたどる郵便創業150年の歴史　Vol.3 内藤 陽介

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

98 723 22 日本でしか観られない世界の名画 岡部 昌幸
マサユキ

99 725 22 60秒右脳ドローイングで絵が感動的にうまくなる! 松原 美那子

100 754.9 22 世界を旅するポップアップカード 月本 せいじ

101 757.3 22 世界のふしぎな色の名前 城 一夫

102 778.2 22 定年後に見たい映画130本 勢古 浩爾
コウジ

103 779.1 アヤ 人生は70代で決まる 綾小路 きみまろ

104 782 22 50代・60代からのランニングBOOK
ブック

ランニングマガジンcourir
クリール

105 793 22 花と器の素敵な合わせ方 小川 典子

言語・文学（日本・外国）

106 801 22 「嫌み」と「皮肉」の心理学 ロジャー・クルーズ

107 829.5 22 詳しくわかるモンゴル語文法 山越 康裕

108 904 ツム やりなおし世界文学 津村 記久子

109 909.3 コシ 絵本のつぎに、なに読もう? 越高 綾乃

110 915.6 シイ シルクロード・楼蘭探検隊 椎名 誠

111 916 タケ 生きてやろうじゃないの! 武澤 順子

112 930.2 ハン 小泉八雲 池田 雅之

113 933 ナポ エドワードへの手紙 アン・ナポリターノ

114 933 ハン 囚われのスナイパー　上・下 スティーヴン・ハンター

115 943 ミユ 呼び出し ヘルタ・ミュラー

116 973 イマ 天国への電話 ラウラ・今井・メッシーナ

117 983 ウリ 緑の天幕 リュドミラ・ウリツカヤ

ヤングアダルト（中学・高校生向け）

118 141.6 22 12歳から始めるあがらない技術 鳥谷
トリタニ

 朝代
アサヨ

119 222 22 世界史劇場項羽と劉邦 神野
ジンノ

 正史
マサフミ

120 361.8 22 ほんとうの多様性についての話をしよう サンドラ・ヘフェリン

121 410 22 数の謎はどこまで解けたか オリヴァー・リントン

122 F カシ 星の町騒動記 樫崎
カシザキ

 茜
アカネ

123 F タケ あれは閃光、ぼくらの心中 竹宮 ゆゆこ

大活字　

124 810.4 22 美しい日本語 金田一 春彦

125 F ツジ 朝が来る　上・下 辻村 深月

参考図書　＊館内閲覧のみ＊

126 338.1 カイ 会社四季報　2022年3集夏号

127 367.2 ダン 男女共同参画白書　令和4年版 内閣府男女共同参画局

128 498.5 シヨ 食育白書　令和4年版 農林水産省

129 499.1 22 お薬事典　2023年版 郷
ゴウ

 龍一
リュウイチ

⑳


