
ＮＯ．３８４　2022年11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 ウチ 絵本のことば詩のことば 内田 麟太郎

2 E オダ 小田嶋隆
タカシ

のコラムの向こう側 小田嶋 隆
タカシ

3 E コウ 人生ってなんだ 鴻上
コウカミ

 尚史
ショウジ

4 E コデ お母ちゃんの鬼退治 小手鞠 るい

5 E シミ カニカマ人生論 清水 ミチコ

6 E ソノ 少し嫌われるくらいがちょうどいい 曽野 綾子

7 E ヤマ 歩きながら考える ヤマザキ マリ

8 E リコ 透明な膜を隔てながら 李
リ

 琴峰
コトミ

日本の小説

9 F アラ 此の世の果ての殺人 荒木 あかね

10 F イケ ハヤブサ消防団 池井戸 潤

11 F オガ 掌に眠る舞台 小川 洋子

12 F カゼ 南町奉行と火消し婆
ババア

　[耳袋秘帖・南町奉行シリーズ　4] 風野 真知雄

13 F クボ 爆弾犯と殺人犯の物語 久保 りこ

14 F サエ 名乗らじ　[空也十番勝負　8] 佐伯 泰英

15 F シン 競争の番人　2 新川
シンカワ

 帆立
ホタテ

16 F スミ 腹を割ったら血が出るだけさ 住野 よる

17 F タニ 殿、恐れながらリモートでござる 谷口 雅美

18 F ツジ 噓つきジェンガ 辻村 深月

19 F トオ イオカステの揺籃
ユリカゴ

遠田 潤子

20 F ナガ 秘剣の名医　13 永井 義男

21 F ノナ 家裁調査官・庵原
イオハラ

かのん 乃南 アサ

22 F ハヤ 新!店長がバカすぎて 早見 和真
カズマサ

23 F フル 事件は終わった 降田
フルタ

 天
テン

24 F マサ レッドクローバー まさき としか

25 F マツ 愚者の階梯
カイテイ

松井 今朝子
ケサコ

26 F ヤツ ええじゃないか 谷津
ヤツ

 矢車
ヤグルマ

27 F ユウ #
ハッシュタグ

真相をお話しします 結城 真一郎

28 F ユウ 方舟
ハコブネ

夕木
ユウキ

 春央
ハルオ

29 F ワタ 天使の腑(はらわた)　[警視庁特命捜査対策室九係　2] 渡辺 裕之
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分類 図書記号 書名 編著者名

情報・読書・心理学・宗教

30 002.7 22 考える人のメモの技術 下地
シモジ

 寛也
カンヤ

31 007.6 22 早く仕事を終わらせたいから、プログラミング始めました。 熊谷
クマガイ

 基継
モトツグ

32 019.9 22 多様性の時代を生きるための哲学 鹿島
カシマ

 茂
シゲル

33 141.9 22 「静かな人」の戦略書 ジル・チャン

34 148.8 22 星占い的思考 石井 ゆかり

35 159.4 22 独立思考 山本 大平
ダイヘイ

36 159.6 22 地曵
ジビキ

いく子のお悩み相談室 地曳
ジビキ

 いく子

37 159.7 22 老いの品格 和田 秀樹

38 164.1 22 サルタヒコのゆくえ 戸矢
トヤ

 学
マナブ

39 188.8 22 禅マインドビギナーズ・マインド 鈴木 俊隆
シュンリョウ

歴史・伝記・地理・旅行

40 204 22 おもしろ雑学世界の歴史地図 ライフサイエンス

41 209 22 <図説>ユーラシア「帝国」の地政学 宮崎 正勝

42 210.6 22 「裏切りの近現代史」で読み解く歴史が暗転するとき 保阪 正康

43 216 22 近畿の古墳と古代史 白石 太一郎

44 281 22 人生はそれでも続く 読売新聞社会部「あれから」取材班

45 289.1 バン 大正女官、宮中語り 山口 幸洋
ユキヒロ

46 289.1 マツ 私
ワタクシ

のことば体験 松居 直
タダシ

47 291 22 アイヌ語で考える縄文地名 網野 皓之
ヒロユキ

48 291 22 地球の歩き方　日本　2023～24 地球の歩き方編集室

49 291 22 田中陽希
ヨウキ

日記 田中 陽希
ヨウキ

50 291.6 22 京都本　2022

51 291.9 22 沖縄の離島路線バスの旅 下川 裕治
ユウジ

政治・社会・教育・国防

52 304 22 減速する素晴らしき世界 ダニー・ドーリング

53 312.3 22 私の国とはつまり何なのか アンゲラ・メルケル

54 324.1 22 教えて南部
ナンブ

先生!18歳成人Q&A
キューアンドエー

南部
ナンブ

 義典
ヨシノリ

55 335 22 経営12カ条 稲盛 和夫

56 364 22 社会保障のトリセツ 山下 慎一

57 366.2 22 ほんとうの定年後 坂本 貴志
タカシ

58 366.3 22 私らしく、働くということ 主婦の友社

59 367.7 22 80代で見つけた生きる幸せ G3sewing
ジーサンソーイング

60 369.2 22 ヘルパーと高齢者のちょっと素敵な時間 向山
ムカイヤマ

 久美
クミ

61 369.4 22 大人になってもできないことだらけです きしもと たかひろ

62 383.1 22 教養としての着物 上杉 惠理子

63 385.9 22 大人の若見えを叶えるしぐさとふるまい 諏内
スナイ

 えみ
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分類 図書記号 書名 編著者名

自然科学・地学・動物・医学

64 448.9 22 地図帳の深読み　鉄道編 今尾 恵介

65 451 22 「空の科学」が一冊でまるごとわかる 白鳥 敬

66 454.9 22 なぜ、その地形は生まれたのか? 松本 穂高
ホタカ

67 484.9 22 ヒトデとクモヒトデ 藤田 敏彦

68 492.2 22 カンタン!救急蘇生 小林 正直

69 493.7 22 「吐くのがこわい」がなくなる本 山口 健太

70 493.7 22 うつは運動で消える ジェニファー・ハイズ

71 494.7 22 股関節痛の教科書 齊藤 貴志
アツシ

72 498.1 22 病院にかかるお金がありません! 志賀 貢
ミツグ

73 498.3 22 80代を生きるコツ 和田 秀樹

74 498.4 22 気象病ハンドブック 久手堅
クデケン

 司
ツカサ

75 498.5 22 慈恵
ジケイ

大学病院の食べる「免疫力」

76 499.1 22 児島 悠史
ユウシ

技術・工学・生活

77 501.6 22 知識ゼロでも楽しく読める!エネルギーのしくみ エネルギー総合工学研究所

78 504 22 世界を変える100の技術 日経BP
ビーピー

79 538.6 22 世界の魔改造旅客機 チャーリィ古庄
フルショウ

80 540 22 今と未来がわかる電気 川村 康文

81 576.5 22 よくわかる最新界面活性剤の基本と仕組み 齋藤 勝裕
カツヒロ

82 589.2 22 あなたの運は服で絶対!よくなる 田宮 陽子

83 594.3 22 かぎ針と棒針で編むベビー&
アンド

キッズのウェアとこもの

84 594.6 22 丸小・丸大ビーズでキュン♡と作るうちのわんこ YuRiy.
ユリィ

85 595.6 22 最強に面白い!!ダイエット

86 596 22 これでよゆうの晩ごはん 暮しの手帖編集部

87 596.3 22 フランス人が愛するチーズ、バター、クリーム。 上田 淳子

88 597.5 22 無印良品子どもとすっきり暮らす収納術

89 599 22 1歳の君とバナナへ 岡田 悠

農業・ペット・産業

90 601.1 22 ふるさとワーケーションで日本が変わる オダギリ サトシ

91 617.9 22 ココナッツの歴史 コンスタンス・L.カーカー

92 627.8 22 観葉植物の文化誌 マイク・マウンダー

93 645.7 22 あのネコに会いたい 岩合 光昭
ミツアキ

94 649 22 獣医師を目指す君たちへ 中山 裕之
ヒロユキ

95 673.3 22 カスハラ対策実務マニュアル 香川 希理
キリ

96 675 22 SNS
エスエヌエス

担当者の実務と知識がこれ1冊でしっかりわかる教科書 広瀬 安彦

97 686.2 22 都市鉄道完全ガイド関西私鉄・地下鉄　2022-2023年版キタ編
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東京慈恵会医科大学附属病院栄養部

ドラッグストアで買えるあなたに合った薬の選び方を
頼れる薬剤師が教えます

ジケイ



分類 図書記号 書名 編著者名

芸術・スポーツ・諸芸

98 723 22 世界史で読み解く名画の秘密 内藤 博文
ヒロフミ

99 726.5 22 一本の水平線 安西 水丸
ミズマル

100 726.5 タム 白髪
シラガ

の国のアリス 田村 セツコ

101 728 22 心を伝える実用書道 中室
ナカムロ

 舟水
シュウスイ

102 748 22 岩合光昭
ミツアキ

の日本ねこさがし 岩合 光昭
ミツアキ

103 778.2 22 映画と旅する365日

104 780.1 22 筋トレ最高の食事術 川端
カワバタ

 理香
リカ

105 783.7 イワ 消えそうで消えないペン 岩田 稔
ミノル

言語・文学（日本・外国）

106 804 22 語学の天才まで1億光年 高野 秀行

107 814.5 22 なんでもない一日の辞典 山口 謠司
ヨウジ

108 910.2 ムコ 親愛なる向田邦子さま 森繁 久彌
ヒサヤ

109 911.4 ニホ ゆいごん川柳 日本財団遺贈寄付サポートセンター

110 915.6 シイ 出てこい海のオバケたち 椎名 誠

111 923 トウ 台北野球倶楽部の殺人 唐
トウ

 嘉邦
カホウ

112 923 リウ 流浪地球 劉
リウ

 慈欣
ツーシン

113 929.1 キム おばあさんが帰ってきた キム・ボム

114 933 クレ キュレーターの殺人 M.W.クレイヴン

115 933 デラ アーモンドの木 ウォルター・デ・ラ・メア

116 933 ホロ 殺しへのライン アンソニー・ホロヴィッツ

117 986 グレ 戦争日記 オリガ・グレベンニク

ヤングアダルト（中学・高校生向け）

118 201.2 22 歴史学のトリセツ 小田中
オダナカ

 直樹
ナオキ

119 331 22 大都市はどうやってできるのか 山本 和博
カズヒロ

120 368.3 22 「死んでもいいけど、死んじゃだめ」と僕が言い続ける理由 大空
オオゾラ

 幸星
コウキ

121 783.1 22 Another
アナザー

 REAL
リアル

チームリアル

122 933 キン パン焼き魔法のモーナ、街を救う T.キングフィッシャー

123 F サハ 人間みたいに生きている 佐原
サハラ

 ひかり

大活字本

124 F モリ 森鷗外大活字本シリーズ　2 森 鷗外

参考図書 ※館内閲覧のみ

125 028 トウ 知識の海へ 東京子ども図書館

126 338.1 カイ 会社四季報　2022年4集秋号

127 338.1 カイ 会社四季報　未上場会社版　2023年版

128 358.1 ジユ 住民基本台帳人口・世帯数表　令和4年版

129 392.1 ニホ 日本の防衛　令和4年版 防衛省
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