
ＮＯ．３６１　2020年12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 イジ 作家の贅沢すぎる時間 伊集院 静

2 E イト かならず先に好きになるどうぶつ。 糸井 重里

3 E イノ ひと・ヒト・人 井上 ひさし

4 E カイ たべるたのしみ 甲斐 みのり

5 E キシ 家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった 岸田 奈美

6 E ソノ コロナという「非日常」を生きる 曽野 綾子

7 E トミ ミンネのかけら 冨原 眞弓

8 E ハマ 蝶の粉 浜島 直子

日本の小説

9 F アヤ Another
ア ナ ザ ー

  2001 綾辻 行人
アヤツジ　ユキト

10 F イブ 犬がいた季節 伊吹 有喜
ユ キ

11 F ウエ 偽計　[禁裏付雅帳
キンリズキミヤビチョウ

　11] 上田 秀人

12 F カツ 落葉の記 勝目 梓

13 F キリ 日没 桐野 夏生
ナツオ

14 F サエ 乱癒えず　[新・吉原裏同心抄　3] 佐伯 泰英

15 F サカ アンと愛情　[和菓子のアン　3] 坂木 司

16 F シブ 質草女房 渋谷 雅一
マサイチ

17 F セオ 夜明けのすべて 瀬尾 まいこ

18 F セン 五色の殺人者 千田 理緒

19 F タカ 暗闇にレンズ 高山 羽根子

20 F チノ 出世商人　１ 千野 隆司

21 F ナカ 無駄花 中 真大
ナカ マサヒロ

22 F ナギ 滅びの前のシャングリラ 凪良 ゆう
ナギラ

23 F ハラ ハグとナガラ 原田 マハ

24 F フカ この本を盗む者は 深緑 野分
フカミドリ  ノワキ

25 F ホシ だまされ屋さん 星野 智幸

26 F ミネ 霊能者たち 嶺里 俊介

27 F ミヤ 天離り
アマサカ

果
ハ

つる国
クニ

　上・下 宮本 昌孝

28 F ヨコ ルパンの星　[ルパンの娘
ムスメ

　4] 横関 大
ダイ

29 F ヨシ 吹上奇譚
フ キ ア ゲ キ タ ン

　第3話 吉本 ばなな
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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 20 わたしのノートの使い方 KADOKAWA
カ ド カ ワ

ライフスタイル統括部

31 007.5 20 プロ司書の検索術 入矢 玲子
イリヤ

32 007.6 20 すぐできる74の“パソコン機能”スッキリ整理術 宮下 由多加

33 141.2 20 色彩心理図鑑 ポーポー　ポロダクション

34 146.8 20 「自己肯定感低めの人」のための本 山根 洋士
　　　　　　　ヒロシ

35 146.8 20 「繊細さん」の知恵袋 武田 友紀
ユ キ

36 159 20 超訳LIFE
ラ イ フ

 SHIFT
シ フ ト

リンダ・グラットン

37 159.4 20 Joy at Work
ジョイ アット ワーク

近藤 麻理恵

38 186.8 20 ご利益別仏像おまいり入門 松島 龍戒
リュウカイ

39 193 20 人生に悩んだから「聖書」に相談してみた MARO
マ ロ

歴史・伝記・地理・旅行

40 210.04 20 日本史サイエンス 播田 安弘
ハリタ　

41 210.1 20 0から学ぶ「日本史」講義　戦国・江戸篇 出口 治明

42 210.5 20 安政五年、江戸パンデミック。 立川 談慶
ダンケイ

43 230 20 衝突と共存の地中海世界 本村 凌二
リョウジ

44 234 20 ドイツ統一 アンドレアス・レダー

45 282.7 20 オスマン帝国英傑列伝
エイケツレツデン

小笠原 弘幸

46 289.1 スガ したたか 総理大臣・菅義偉
スガ　ヨシヒデ

の野望と人生 松田 賢弥

47 289.2 オド Au
エーユー

オードリー・タン アイリス・チュウ

48 290.1 20 地名の政治地理学 田邉 裕
ヒロシ

49 291 20 1日1ページ、読むだけで身につく日本の教養365 齋藤 孝

50 291.6 20 日帰りウォーキング関西　[2020]

51 294.5 20 スワヒリ世界をつくった「海の市民たち」 根本 利通

政治・社会・教育・国防

52 302.5 20 2020-2030アメリカ大分断 ジョージ・フリードマン

53 312.5 20 ジョン・ボルトン回顧録 ジョン・ボルトン

54 319.2 20 反日種族主義との闘争 李 栄薫
イ ヨンフン

55 332.1 20 戦国経済の作法 小和田 哲男

56 336.9 20 たった10日で決算書がプロ並みに読めるようになる!会計の教室 林 總
アツム

57 338.1 20 最も賢い億万長者 上・下 グレゴリー・ザッカーマン

58 361.6 20 コミュニティの幸福論 桜井 政成

59 367.7 20 老活のすすめ 坂東 眞理子

60 369.3 20 マララが見た世界 マララ・ユスフザイ

61 372.1 20 日本のオンライン教育最前線 石戸 奈々子

62 378 20 障害がある子どもの時計・お金の基礎学習 宮城 武久

63 383.8 20 平成・令和食ブーム総ざらい 阿古
ア コ

 真理
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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

64 404 20 科学の名著50冊が1冊でざっと学べる 西村 能一
ヨシカズ

65 420.2 20 絵でわかる物理学の歴史 並木 雅俊

66 431 20 化学の目で見る気体 齋藤 勝裕

67 457 20 化石の探偵術 土屋 健

68 491.3 20 脳はすこぶる快楽主義 池谷 裕二
イケガヤ　ユウジ

69 492 20 放っておくとこわい症状大全 秋津 壽男
アキツ　　トシオ

70 493.7 20 脳梗塞に負けないために 梶川 博

71 493.8 20 感染症の日本史 磯田 道史
イソダ ミチフミ

72 494.9 20 五感でおいしく味わえる腎臓病改善レシピ 工藤 靖夫

73 498.3 20 外反母趾、巻き爪、たこ・うおの目を自力で治す 高山 かおる

74 498.5 20 お医者さんが薦める免疫力をあげるレシピ 大塚 亮

75 498.6 20 今日からできる!暮らしの感染対策バイブル 堀 成美

76 499.1 20 薬のギモン早わかり帖 藤井 義晴

技術・工学・生活

77 520.9 20 建て主たちのクレーム事典 日経ホームビルダー

78 527 20 セルフリノベーションの教科書Premium
プ レ ミ ア ム

坂田 夏水

79 589.2 20 ナチュリラ　vol.51(2020秋号)

80 590 20 LDK the Best
エルディーケーザベスト

　2020～21

81 590 20 自分の機嫌は「家事」でとる 主婦の友社

82 591 20 荻原博子
オ ギ ワ ラ ヒ ロ コ

の家計引きしめ術 荻原 博子
オギワラ　ヒロコ

83 594.2 20 植物刺繡図鑑

84 596 20 MUJI
ム ジ

無印良品食品超得&裏ワザ徹底ガイド

85 596 20 笠原将弘のプレミアムおかず100 笠原 将弘

86 596 20 料理家村上祥子
ム カ ラ ミ サ チ コ

式78歳のひとり暮らし 村上 祥子
ムラカミ　サチコ

87 596.3 20 野菜はあたためて食べる! 堤 人美
ツツミ ヒトミ

88 596.6 20 ふわふわカステラの本 中川 たま

89 596.9 20 美しいキッチンと道具。

農業・ペット・産業

90 615.6 20 多年生雑草対策ハンドブック 伊藤 操子
　　　　　　　ミサコ

91 615.7 20 コロナ後の食と農 吉田 太郎

92 627.7 20 多肉植物の水栽培 米原 政一
ヨネハラ マサカズ

93 627.8 20 たのしい路上園芸観察 村田 あやこ

94 645.6 20 1日5分!飼い主ができるペットヒーリング教科書 大友 けんたろう

95 645.7 20 ネコ学大図鑑 服部 幸
ハットリ ユキ

96 670.9 20 テレワーク時代のメール術 平野 友朗
トモアキ

97 687.9 20 成田空港
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分類 図書記号 書名 編著者名

芸術・スポーツ・諸芸

98 709 20 絵本のようにめくる世界遺産の物語　地球の記憶編 村山 秀太郎
ヒ デ タ ロ ウ

99 720.2 20 神戸・姫路の画家たち 芝本 政宣
マサノブ

100 727.8 20 かんたん&かわいい!和気文具の手描き文字レッスン 今田 里美
　　　　　　　サトミ

101 754.9 20 難しいから面白い!東大折紙 Orist
オ リ スト

102 761.2 20 すぐわかるはじめての大人の楽譜の読み方 五代 香蘭
ゴダイ コウラン

103 767.8 ゴウ 黄金の60代 郷 ひろみ

104 781.9 20 脳イキイキ!手あそび指あそび 小山 混
コン

105 786.3 20 車中泊グッズ&ノウハウ

言語・文学（日本・外国）

106 801.1 20 コンピューターは人のように話せるか? トレヴァー・コックス

107 810.4 20 日本語の奥深さを日々痛感しています 朝日新聞校閲センター

108 904 エコ 文学について ウンベルト・エーコ

109 911.1 タワ 未来のサイズ 俵 万智

110 911.4 ミヤ 超シルバー川柳　あっぱれ百歳編 みやぎシルバーネット

111 916 イリ 英国ロックダウン100日日記 入江 敦彦

112 929.1 ハテ すべての瞬間が君だった ハ・テワン

113 933 アト 誓願 マーガレット・アトウッド

114 933 グリ 「グレート・ギャツビー」を追え ジョン・グリシャム

115 933 トル ベレンとルーシエン J.R.R.トールキン

116 943 アニ スターウォーカー フリードリッヒ・アーニ

117 989.5 チヤ 白い病 カレル・チャペック

ヤングアダルト（中学・高校生向け）

118 002 20 中高生の悩みを「理系センス」で解決する40のヒント 竹内 薫

119 333.8 20 お笑い芸人と学ぶ13歳からのSDGs
エスディージーズ

たかまつ なな

120 549 20 エレクトロニクスラボ DK
ドーリング　キンダーズリー

社

121 726.5 20 青春迷宮 伊波 真人
イナミ　　　マサト

122 816.5 20 小論文これだけ!　書き方経済・経営編 樋口 裕一

123 837 20 13歳からの英語が簡単に話せるようになる本 小野田
オ ノ ダ

 博一
ヒロカズ

124 914.4 ヨシ 徒然草をよみなおす 小川 剛生
　オガワ　タケオ

125 983 トル イワンの馬鹿 レフ・トルストイ

126 F オガ ライラックのワンピース 小川 雅子

127 F ツカ 世界から守ってくれる世界 塚本 はつ歌
カ

参考図書　＊館内閲覧のみ＊

128 338.1 カイ 会社四季報　2021年版

129 358.1 ジユ 住民基本台帳人口・世帯数表　令和2年版

130 821.2 20 漢字の体系 白川 静

⑳


