
ＮＯ．３８３　2022年10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 アオ オーライウトーリひなた猫 青木 奈緒

2 E アサ そして誰もゆとらなくなった 朝井 リョウ

3 E イノ まるまる徹夜で読み通す 井上 ひさし

4 E ナカ 自由対談 中村 文則

5 E ニホ ベスト・エッセイ　2022 日本文藝家協会

6 E フジ 日本人の真価 藤原 正彦

7 E マス 小さいわたし 益田 ミリ

8 E ミツ 小さなひとり暮らしのものがたり みつはし ちかこ

日本の小説

9 F アガ 終電の神様　4 阿川 大樹
タイジュ

10 F ウエ 内憂　[惣
ソウ

目付
メツケ

臨検
リンケン

仕
ツカマツ

る　4] 上田 秀人

11 F オカ 珈琲店タレーランの事件簿　8 岡崎 琢磨

12 F カブ 見習医ワトソンの追究 鏑木
カブラギ

 蓮
レン

13 F キタ チンギス紀　14　萬里
バンリ

北方 謙三

14 F サエ 御留山
オトメヤマ

　[新・酔いどれ小藤次　25] 佐伯 泰英

15 F シバ かどわかし　[北
キタ

の御番所
ゴバンショ

反骨日録
ハンコツニチロク

　5] 芝村 凉也

16 F シミ 薬喰
クスリグイ

清水 朔
ハジメ

17 F タカ あきない世傳
セイデン

金と銀　13 高田 郁
カオル

18 F チネ 祈りのカルテ　2 知念 実希人
ミキト

19 F テシ 武漢コンフィデンシャル 手嶋 龍一

20 F ナガ プリンシパル 長浦 京
キョウ

21 F ニシ 恋愛の発酵と腐敗について 錦見
ニシキミ

 映理子

22 F フク 俠飯
オトコメシ

　8 福澤 徹三

23 F フジ 朴念仁
ボクネンジン

　[新・秋山久蔵御用控　14] 藤井 邦夫

24 F ホシ 言葉の園のお菓子番　3 ほしお さなえ

25 F マタ その本は 又吉 直樹

26 F マツ ウクライナにいたら戦争が始まった 松岡 圭祐

27 F ミヤ よって件
クダン

のごとし　[三島屋変調百物語　8] 宮部 みゆき

28 F ヨシ 海の教場 吉川 英梨

29 F ワタ 嫌いなら呼ぶなよ 綿矢 りさ

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 文系のためのめっちゃやさしい人工知能 松原 仁
ヒトシ

31 007.3 22 Web3.0
ウェブサンテンゼロ

ビジネス見るだけノート 加藤 直人

32 013.1 22 新編図書館員への招待 塩見
シオミ

 昇
ノボル

33 019.1 22 「名著」の読み方 秋満
アキミツ

 吉彦

34 019.9 22 歴史の本棚 加藤 陽子

35 070.4 22 国際報道を問いなおす 杉田 弘毅
ヒロキ

36 141.2 22 仕事の量も期日も変えられないけど、「体感時間」は変えられる 一川
イチカワ

 誠

37 159.7 22 80歳の超え方 和田 秀樹

38 185.9 22 京都
キョウト

花
ハナ

の寺社
ジシャ

巡礼図鑑 蔭山
カゲヤマ

 敬吾
ケイゴ

39 193 22 死海文書 ジャン・ピエール・イスブ

歴史・伝記・地理・旅行

40 210.1 22 もういちど読みとおす山川新日本史　上・下 大津 透

41 210.4 22 天下統一の城・大坂城 中村 博司

42 210.4 22 宝治合戦
ホウジカッセン

細川 重男

43 210.7 22 ぼくらの戦争なんだぜ 高橋 源一郎

44 210.7 22 戦争の教訓 栗原 俊雄

45 213.6 22 世界は五反田
ゴタンダ

から始まった 星野 博美

46 216 22 空から見た関西の街と鉄道駅 牧野 和人
カズト

47 281 22 生きるみちしるべ 文化出版局

48 289.1 トク 誤解だらけの徳川家康 渡邊 大門

49 291.6 22 リピ旅淡路島

50 291.6 22 海をながめる山歩き 草川
クサガワ

 啓三
ケイゾウ

51 293.7 22 いいかげんなイタリア生活 ワダ シノブ

政治・社会・教育・国防

52 304 22 年寄りは本気だ 養老 孟司

53 319.3 22 ウクライナ戦争と世界のゆくえ 池内 恵
サトシ

54 330 22 ムギタロー

55 336.1 22 ビジネスで使える数学の基本が1冊でざっくりわかる本 グロービス

56 364.6 22 60歳を迎えた人の厚生年金・国民年金Q&A
キューアンドエー

　2022年6月改訂版 服部年金企画

57 364.6 22 これならわかる<スッキリ図解>障害年金 松山 純子

58 367.5 22 どうして男はそうなんだろうか会議 澁谷
シブヤ

 知美

59 368.8 22 スマホで薬物を買う子どもたち 瀬戸 晴海
ハルウミ

60 369.2 22 障害のある子が「親なき後」も幸せに暮らせる本 鹿内
シカナイ

 幸四朗

61 369.3 22 プチプラで「地震に強い部屋づくり」 辻 直美

62 377 22 社会人のための文系大学院の学び方 齋藤 早苗

63 382.1 22 屋久島の民俗ガイド 屋久島記録の会

⑱

東大生が日本を100人の島に例えたら
面白いほど経済がわかった!



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 かこさとし科学絵本の世界 藤嶋 昭

65 431.1 22 世界の見方が変わる元素の話 ティム・ジェイムズ

66 445 22 太陽系の謎を解く NHK
エヌエイチケー

「コズミックフロント」制作班

67 459 22 神秘的で美しい石図鑑 須田 布由香
フユカ

68 470.3 22 キャンプで見られる植物図鑑 金田 洋一郎

69 490.1 22 ふたつの誕生日 大谷 邦郎
クニオ

70 491.6 22 がん予防の教科書 浅香
アサカ

 正博

71 493.7 22 「認知症の人」への接し方のきほん 矢吹 知之

72 493.7 22 早期発見で乗り超える「統合失調症」の本 水野 雅文

73 493.9 22 感覚過敏の僕が感じる世界 加藤 路瑛
ジエイ

74 496.6 22 めまい・ふらつきは目・首・足の運動で治す 新井 基洋

75 498.3 22 40代からシニアまで睡眠の悩み 三島 和夫

76 498.6 22 ホノルル ペストの火 ジェイムズ・C・モア

技術・工学・生活

77 501.6 22 エネルギーの地政学 小山 堅
ケン

78 520.9 22 最新住宅業界の動向とカラクリがよ～くわかる本 阿部 守

79 523.1 22 仕事をつくる 安藤 忠雄

80 537.9 22 軽&
アンド

コンパクトキャンピングカー　2022夏

81 575.5 22 メタネーション 秋元 圭吾

82 588.6 22 からだ思いのグルメ調味料選び方・使い方 岩城
イワキ

 紀子
ノリコ

83 591 22 キーワードでまるごとわかるお金の教科書 酒井 富士子

84 593.3 22 手作りしたいキッズのへんしん服

85 594.9 22 ドライフラワーデザイン図鑑200 フローリスト編集部

86 596.2 22 大和書房編集部

87 597.5 22 無印良品・IKEA
イケア

・ニトリ収納の超リアルテク　2022-23

88 598.2 22 世界一受けたい出産準備の講義 佐藤 彩那

89 598.5 22 湘南ER
イーアール

が教える大切な人を守るための応急手当 湘南ER

農業・ペット・産業

90 602.1 22 図解!業界地図　2023年版 ビジネスリサーチ　ジャパン

91 616.7 22 農家が教えるわくわくマメつくり 農山漁村文化協会

92 626.9 22 キッチンガーデン 成瀬
ナルセ

 弘治
コウジ

93 645.7 22 岩合光昭の日本
ニホン

ねこ歩き 岩合 光昭

94 657.2 22 ひとかけらの木片が教えてくれること 田鶴
タヅル

 寿弥子
スヤコ

95 666.7 22 いちばんよくわかる!カメの飼い方・暮らし方 だっくす小峰

96 673.9 22 75歳、交通誘導員まだまだ引退できません 柏
カシワ

 耕一

97 686.5 22 乗り鉄エキスパート 鈴木 省吾

⑲

⑳

京都のおばあちゃんたちに聞いた
100年後にも残したいふるさとレシピ100



分類 図書記号 書名 編著者名

芸術・スポーツ・諸芸

98 726.1 ヨシ 仕事でも、仕事じゃなくても よしなが ふみ

99 726.5 22 隙あらば猫 町田 尚子
ナオコ

100 726.6 クロ 旅のネコと神社のクスノキ 池澤 夏樹

101 757 22 戦争とデザイン 松田 行正
ユキマサ

102 760.8 22 教養としてのクラシックの名曲100 多田 鏡子
キョウコ

103 780.6 22 「復興五輪」とはなんだったのか 笹生
ササオ

 心太
シンタ

104 787.1 22 最低限の知識と道具で楽しむ海釣り超入門

105 796 22 1手ずつ解説する四間飛車穴熊
シケンビシャアナグマ

大平
オオヒラ

 武洋
タケヒロ

言語・文学（日本・外国）

106 801.7 22 翻訳はめぐる 金原
カネハラ

 瑞人
ミズヒト

107 832 22 ラテン語・ギリシア語由来の言葉 奥 貞二
テイジ

108 901.3 ワタ 物語のカギ 渡辺祐真 スケザネ

109 909.3 ナカ ワンダーランドに卒業はない 中島 京子

110 910.2 マチ 私
ワタクシ

の文学史 町田 康
コウ

111 912.7 ムコ 家業とちゃぶ台 向田 邦子

112 916 ヤナ 親父の納棺 柳瀬 博一
ヒロイチ

113 929.1 ハン 引き出しに夕方をしまっておいた ハン・ガン

114 933 ウエ ギャンブラーが多すぎる ドナルド・E.ウェストレイク

115 933 サリ 彼女の思い出/逆さまの森 J.D.サリンジャー

116 933 チヤ 奪還　上・下 リー ・チャイルド

117 933 フイ 彼は彼女の顔が見えない アリス・フィーニー

ヤングアダルト（中学・高校生向け）

118 019.1 22 難しい本を読むためには 山口 尚
ショウ

119 159.7 22 中学生のためのテストの段取り講座 坂口 恭平

120 366.2 22 なりたい!が見つかるお仕事図鑑 朝日新聞出版

121 480.4 22 カタニア先生は、キモい生きものに夢中! ケネス・カタニア

122 612.1 22 タガヤセ!日本 白石 優生
ユウセイ

123 910.2 マツ 文豪ナビ松本清張 新潮文庫

124 F ナナ ケーキ王子の名推理
スペシャリテ

　6 七月
ナナツキ

 隆文

125 F ハラ 太陽と月 はらだ みずき

大活字

126 F モリ 森鷗外大活字本シリーズ　1 森 鷗外

参考図書　※館内閲覧のみ

127 498 コク 国民衛生の動向　2022/2023 厚生労働統計協会

128 350.9 セカ 世界国勢図会　2022/23 矢野恒太記念会

129 392.1 ボウ 防衛ハンドブック　2022 朝雲新聞社編集局

⑳


