
ＮＯ．３８６　2023年1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 人生百年時代の歩き方 五木 寛之

2 E ウノ 98歳まで生きてわかった、「超ポジティブ思考」がいちばん! 宇野 千代

3 E ギン マイ・ペース　[つれづれノート　42] 銀色 夏生

4 E ナギ アロハで酒場へ なぎら 健壱

5 E ハヤ 成熟スイッチ 林 真理子

6 E ヒガ レモン石鹼泡立てる 東
ヒガシ

 直子

7 E マス 東京あたふた族 益田 ミリ

8 E ユズ とりあえずお湯わかせ 柚木 麻子

日本の小説

9 F アオ 月の立つ林で 青山 美智子

10 F イチ 光のとこにいてね 一穂
イチホ

 ミチ

11 F ウチ 老害の人 内館
ウチダテ

 牧子

12 F カゼ うそだろう　[わるじい慈剣帖　10] 風野 真知雄

13 F クロ 連鎖 黒川 博行

14 F コス 五戒の櫻 小杉 健治

15 F コン 秋麗　[東京湾臨海署安積班　14] 今野 敏

16 F サワ ばくうどの悪夢 澤村 伊智

17 F サワ 吼えろ道真
ミチザネ

　[大宰府の詩
ウタ

　2] 澤田 瞳子

18 F シマ 憐憫
レンビン

島本 理生
リオ

19 F チネ 機械仕掛けの太陽 知念
チネン

 実希人
ミキト

20 F テラ 川のほとりに立つ者は 寺地 はるな

21 F ナカ 匂い松茸　[一膳めし屋丸九
マルキュウ

　8] 中島
ナカシマ

 久枝

22 F ニシ そして、よみがえる世界。 西式
ニシシキ

 豊

23 F ハヤ 老中成敗　[闇御庭番　10] 早見 俊

24 F ハラ 老人ホテル 原田 ひ香

25 F フジ 影武者　[日暮
ヒグラシ

左近
サコン

事件帖　14] 藤井 邦夫

26 F マヤ タングル 真山 仁

27 F ミヤ 馬上の星 宮城谷 昌光

28 F ヤマ 婚活食堂　8 山口 恵以子

29 F ヨネ 栞と噓の季節 米澤 穂信

⑰



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 「すぐやる人」のビジネス手帳術 伊庭
イバ

 正康
マサヤス

31 007.6 22 パソコンで困ったときに開く本　2023

32 007.6 22 今日からできる!Python
パイソン

業務効率化スキルが身につく本 いまにゅ

33 019 22 忘れる読書 落合 陽一

34 041 22 いつか必ず死ぬのになぜ君は生きるのか 立花 隆

35 159.7 22 人生後半、上手にくだる 一田
イチダ

 憲子
ノリコ

36 159.7 22 老害の壁 和田 秀樹

37 169.2 22 カルトの花嫁 冠木
カブラギ

 結心
ケイコ

38 169.2 22 信じる者は、ダマされる。 多田
タダ

 文明
フミアキ

39 188.8 22 持たない 枡野
マスノ

 俊明
シュンミョウ

歴史・伝記・地理・旅行

40 209 22 一気読み世界史 出口 治明

41 210.3 22 風土記博物誌 三浦 佑之
スケユキ

42 210.4 22 武士とは何か 呉座 勇一

43 210.5 22 徳川時代はそんなにいい時代だったのか 小谷野
コヤノ

 敦

44 227.4 22 ヒッタイトに魅せられて 大村 幸弘

45 289.1 カス 春日局
カスガノツボネ

小和田 哲男

46 289.1 ニシ 天路
テンロ

の旅人 沢木 耕太郎

47 290.8 22 世界の家の窓から 主婦の友社

48 291 22 日本の凄い神木 本田 不二雄

49 291.3 22 お江戸・東京 坂タモリ　港区編 タモリ

50 291.6 22 アートなおでかけ 京阪神エルマガジン社

51 291.6 22 神戸の西

政治・社会・教育・国防

52 302.1 22 岡山はすごいんじゃ! 昼間
ヒルマ

 たかし

53 320 22 暮らし・お金・老後…おひとりさまの心配ごと、すべて解決してください! 上谷
カミタニ

 さくら

54 336.4 22 なぜ「君の話はわかりにくい」と言われてしまうのか? 藤原 慎也

55 345 22 <2時間で丸わかり>不動産の税金の基本を学ぶ 吉澤
ヨシザワ

 大
マサル

56 361.7 22 ニュータウンに住み続ける　人間の居る場所　3 三浦
ミウラ

 展
アツシ

57 361.9 22 全47都道府県幸福度ランキング　2022年版 寺島
テラシマ

 実郎
ジツロウ

58 367.7 22 70歳の正解 和田 秀樹

59 369.1 22 援助の原点 吉岡 隆

60 369.4 22 病気をもつ子どもと家族のための「おうちで暮らす」ガイドブックQ&A
　　　キューアンドエー

前田 浩利
ヒロトシ

61 373.4 22 奨学金、借りたら人生こうなった 千駄木
センダギ

 雄大
ユウダイ

62 376.1 22 0・1・2 3・4・5歳児の手作りおもちゃ 竹井 史
ヒトシ

63 387 22 お守りを読む 鳥居本
トリイモト

 幸代
ユキヨ
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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

64 407 22 日本人はなぜ科学より感情で動くのか 石浦 章一

65 455 22 身のまわりのあんなことこんなことを地質学的に考えてみた 渡邉
ワタナベ

 克晃
カツアキ

66 467.2 22 コード・ブレーカー　上・下 ウォルター・アイザックソン

67 486.6 22 クワガタムシの生物学 『生物の科学遺伝』編集部

68 489.3 22 ウォンバットのうんちはなぜ、四角いのか? 高野
タカノ

 光太郎

69 492.7 22 自分で押せるツボ 柳本
ヤナモト

 真弓

70 493.2 22 心臓を長持ちさせる東北大式ゆる筋トレ 上月
コウズキ

 正博

71 493.3 22 「よくむせる」「せき込む」人のお助けBOOK
ブック

大谷 義夫

72 493.7 22 チェックリスト式認知症高齢者の心がわかる本 平澤
ヒラサワ

 秀人

73 493.9 22 赤ちゃんの命を守るあおむけ寝 仁志田
ニシダ

 博司

74 496.6 22 もう悩まない耳鳴りに勝つ方法 山田 浩之

75 498.5 22 医者が考案した老けないたんぱく質ごはん 白澤
シラサワ

 卓二
タクジ

76 499.1 22 「毒と薬」のことが一冊でまるごとわかる 齋藤 勝裕
カツヒロ

技術・工学・生活

77 518.5 22 珍道中!ごみ紀行 五味 泰平

78 539 22 ソ連核開発全史 市川 浩
ヒロシ

79 547.4 22 自宅ネット回線の掟 勝田
カツダ

 有一朗

80 589.7 22 弱い力でも使いやすい頼もしい文具たち 波子

81 590.4 22 イタリア人が教えてくれた美しい暮らし方 古澤
フルサワ

 千恵

82 591 22 大値上がり時代のスゴイお金戦略 森永 康平

83 594.3 22 いくつも編みたいソックス&
アンド

ミトン

84 595 22 五感脳に学ぶ「美と健康」の基本 宮下 忠芳

85 596 22 公邸料理人こばこばの家庭の味が劇的にアップする極上!神ワザレシピ こばこば

86 596.6 22 魅惑の井村屋あずき茶房 井村屋株式会社

87 596.8 22 幸せになるためのテーブルコミュニケーション 片桐 操
ミサオ

88 597.9 22 プロに教わるシンプル掃除術 ミニメイド　サービス

89 598.2 22 たまひよ赤ちゃんのしあわせ名前事典　2023～2024年版 たまごクラブ

農業・ペット・産業

90 601.1 22 新しい「田舎生活」のすすめ 蒲田
カマタ

 正樹

91 613.7 22 おいしいボタニカル・アート

92 625.6 22 イチジクの歴史 デイヴィッド・C.サットン

93 645.6 22 図書館司書32人が選んだ犬の本棚 高野
タカノ

 一枝

94 659 22 狩女
カリジョ

のすすめ ジビエふじこ

95 663.9 22 里海
サトウミ

フィールド科学 山下 洋
ヨウ

96 686.2 22 失われゆく国鉄名場面 「旅と鉄道」編集部

97 693.8 22 最新世界切手地図 江波戸
エバト

 昭
アキラ

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

98 702.3 22 ウクライナ美術への招待 海野
ウンノ

 弘

99 724.1 22 はじめよう水墨画 久山
クヤマ

 一枝

100 726.5 ヤン ムーミンとトーベ・ヤンソン ポール・グラヴェット

101 766.1 22 市民オペラ 石田 麻子

102 769.3 22 アンダルシア夢うつつ 野村 眞里子

103 779 22 進駐軍を笑わせろ! 青木 深
シン

104 783.4 22 聞き書
ガ

き世界のサッカー民 金井
カナイ

 真紀

105 786.1 ヴア 夜明けまえ、山の影で シルヴィア・ヴァスケス=ラヴァド

言語・文学（日本・外国）

106 816 22 面倒なお願いでも、気持ちよく相手に届く伝え方は? 川上 徹也

107 834 22 エンタメから学べるらくらく英単語読本 小林 一夫

108 902.8 バド 作家たちの手紙 マイケル・バード

109 910.2 イシ 自分の頭で考えよ 石原 慎太郎

110 911.1 キノ オールアラウンドユー 木下 龍也

111 915.6 ヤマ 無人島のふたり 山本 文緒

112 916 サワ 伝えておきたい  私たちが若かった頃の話 特定非営利活動法人  さわやか三田

113 929.5 パム ペストの夜　上・下 オルハン・パムク

114 933 グリ 暗殺者の回想　上・下 マーク・グリーニー

115 933 マテ 平和という名の廃墟　上・下 アーカディ・マーティーン

116 943 ゼタ 野原 ローベルト・ゼーターラー

117 989.5 チヤ カレル・チャペックの見たイギリス カレル・チャペック

ヤングアダルト（中学・高校生向け）

118 160 22 宗教を「信じる」とはどういうことか 石川
イシカワ

 明人
アキト

119 364 22 15歳からの社会保障 横山
ヨコヤマ

 北斗
ホクト

120 491.3 22 「気の持ちよう」の脳科学 毛内
モウナイ

 拡
ヒロム

121 610.1 22 つくると食べるをつなぐサイエンス 三本木
サンボンギ

 至宏
ヨシヒロ

122 933 リゲ グレイス・イヤー キム・リゲット

123 F オザ きみの鐘が鳴る 尾崎
オザキ

 英子
エイコ

大活字本

124 F モリ 森鷗外大活字本シリーズ　4 森 鷗外

参考図書 ※館内閲覧のみ

125 031 ゲン 現代用語の基礎知識　2023 自由国民社

126 031.5 ギネ ギネス世界記録　2023 クレイグ・グレンディ

127 351 デタ データでみる県勢　2023 矢野恒太
ツネタ

記念会

128 369.3 ボウ 防災白書　令和4年版 内閣府

129 460.3 22 日本の絶滅危惧生物図鑑 岩槻
イワツキ

 邦男
クニオ

⑳


