
ＮＯ．３６３　2021年2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 イシ 男の業の物語 石原 慎太郎

2 E オン 日曜日は青い蜥蜴
トカゲ

恩田 陸

3 E キシ ふつうでない時をふつうに生きる 岸本 葉子

4 E サク おばんでございます 桜木 紫乃

5 E サト 何がおかしい 佐藤 愛子

6 E シモ 私は夕暮れ時に死ぬと決めている 下重 暁子

7 E ナカ コラムニストになりたかった 中野 翠

8 E フル 書く、読む、生きる 古井 由吉
ヨシキチ

日本の小説

9 F イジ いとまの雪　上
ウエ

・下
シタ

伊集院 静

10 F ウチ 今度生まれたら 内館 牧子

11 F オク コロナと潜水服 奥田 英朗
ヒデアキ

12 F カゼ お龍
リョウ

のいない夜 風野 真知雄

13 F キタ チンギス紀　9 北方 謙三

14 F コン 天を測る 今野 敏

15 F ササ 雪に撃つ　[北海道警察　9] 佐々木 譲
ジョウ

16 F シバ ミッドナイト 柴田 哲孝

17 F スズ 猿
マシラ

兄弟の絆　[口入屋用心棒　47] 鈴木 英治

18 F ツジ 十の輪をくぐる 辻堂 ゆめ

19 F トバ 初陣　[新
シン

剣客
ケンキャク

同心
ドウシン

親子
オヤコ

船
フネ

　1] 鳥羽 亮

20 F トリ るん<笑> 酉島 伝法
トリシマ　デンポウ

21 F ナツ 始まりの木 夏川 草介

22 F ナル 尼崎ストロベリー 成海 隼人

23 F ハラ 火喰鳥
ヒクイドリ

を、喰う 原 浩

24 F ヒガ ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人 東野 圭吾

25 F ヒヤ 野良犬の値段 百田
ヒャクタ

 尚樹

26 F マサ あの日、君は何をした まさき としか

27 F ムラ 雪のなまえ 村山 由佳

28 F ヤマ 神様には負けられない 山本 幸久

29 F ヨシ 新宿特別区警察署L
エル

の捜査官 吉川 英梨

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 20 Python
パイソン

で儲かるAI
エーアイ

をつくる 赤石 雅典
マサノリ

31 007.3 20 GAFA
ガーファ

見るだけノート 田中 道昭
ミチアキ

32 007.3 20 オードリー・タン デジタルとAI
エーアイ

の未来を語る オードリー・タン

33 007.6 20 今すぐ使えるかんたんWindows
ウィンドウズ

 10
テン

　2021年最新版
　

オンサイト

34 019.1 20 本には読む順番がある 齋藤 孝

35 049 20 テレワークの達人がやっているゆかいな働き方 林 雄司
ユウジ

36 146.8 20 空気が読めなくてもそれでいい。 細川 貂々
テンテン

37 159 20 他人の悩みはひとごと、自分の悩みはおおごと。 幡野
ハタノ

 広志

38 159.7 20 死ぬまで上機嫌。 弘兼 憲史
ヒロカネ　ケンシ

39 186.9 21 御朱印さんぽ京都の寺社

歴史・伝記・地理・旅行

40 209 20 独裁の世界史 本村 凌二
リョウジ

41 209.2 20 人類前史　上・下 グラハム・ハンコック

42 210.5 20 大名格差 安藤 優一郎

43 216.3 20 歩く大阪・読む大阪 平田 達治
タツジ

44 220 20 シルクロード全史　上・下 ピーター・フランコパン

45 222 20 暗黒大陸中国の真実　続 ラルフ・タウンゼント

46 253 20 日米開戦「最後」の真実 ケント・ギルバート

47 280.4 20 人生!逆転図鑑 早見 俊

48 289.1 シブ 父渋沢栄一 渋沢 秀雄

49 291 20 市町村名のつくり方 今尾 恵介

50 291 21 今がわかる時代がわかる日本地図　2021年版 成美堂
セイビドウ

出版編集部

51 293.5 20 料理大好き小学生がフランスの台所で教わったこと ケイタ

政治・社会・教育・国防

52 304 20 日本の論点 2021～22 大前 研一

53 311 20 世界の今を読み解く「政治思想マトリックス」 茂木 誠

54 312.1 20 冷徹と誠実 財部 誠一
タカラベ　セイイチ

55 327.1 20 安倍・菅政権vs.
ヴイエス

検察庁 村山 治

56 332.1 20 お金の日本史 井沢 元彦

57 336 20 リモートワーク大全 壽
コトブキ

 かおり

58 336.4 20 人を動かす20の質問術 安田 正

59 338.8 21 はじめてのNISA & iDeCo
ニーサアンドイデコ

頼藤 太希
ヨリフジ　タイキ

60 367.3 20 また、怒っちゃったがなくなる本 安藤 俊介

61 367.7 20 これだけは知っておきたい老後の備え 日本経済新聞出版

62 379.9 20 小学生知育大百科　2021完全保存版

63 383.3 20 すぐわかる日本の装身具 露木 宏

⑱



分類 図書記号 書名 編著者名

自然科学・地学・動物・医学

64 411.1 20 武器になる「わり算」 柳谷 晃
ヤナギヤ　アキラ

65 451.6 20 楽しい雪の結晶観察図鑑 武田 康男

66 489.9 20 恋するサル 黒鳥 英俊

67 490.1 20 ルポ「命の選別」 千葉 紀和

68 493.3 20 のどを鍛えて誤嚥性肺炎を防ぐ!嚥下トレーニング 浦長瀬 昌宏
ウラナガセ　アツヒロ

69 493.7 20 パニック症と過呼吸 稲田 泰之
ヤスシ

70 493.9 20 ゲーム・スマホ依存から子どもを守る本 樋口 進

71 495 20 大人女子的カラダのトリセツ 池下 育子

72 496.7 20 副鼻腔炎

73 498.3 20 医師夫婦が実践するウイルスに負けない親子の免疫力アップ生活術 工藤 孝文

74 498.5 20 ゲノム編集食品が変える食の未来 松永 和紀
ワキ

75 498.5 20 少食を愉しむ ドミニック・ローホー

76 498.6 20 新型コロナ自宅療養完全マニュアル 岡田 晴恵

技術・工学・生活

77 537.9 20 みんなの遊べる軽トラ

78 547.4 20 YouTuber
ユーチューバー

養成講座 シオン・カジ

79 590 21 LDK
エルディーケー

暮らしのお得技大百科　2021

80 590.4 20 ケチじょうずは捨てじょうず 小笠原 洋子
ヨウコ

81 594 21 かんたんに作れて毎日使えるミシンの小物 成美堂
セイビドウ

出版編集部

82 596 20 いつもの料理が“パっと”おいしくなる魔法 馬場 裕之

83 596 20 志麻さんの台所ルール タサン志麻

84 596 20 蒸しレシピ ワタナベ マキ

85 596 ハル haru_mi
ハルミ

　vol.58(2021冬) 栗原 はるみ

86 596.3 20 フライパンパスタ 若山 曜子

87 597 20 無印良品でつくるワークスペース 主婦の友社

88 597.5 20 ハンカチは5枚あればいい 阿部 静子

89 597.9 20 新型コロナウイルス対策のプロが教える科学的に正しい除菌・掃除術 神野 敏幸
ジンノ　　トシユキ

農業・ペット・産業

90 611.8 20 知らなきゃ損する新農家の税金 鈴木 武

91 645.6 20 ペットがもたらす健康効果 人と動物の関係学研究チーム

92 645.7 20 岩合
イワゴウ

さんちのネコ兄弟 岩合 光昭
イワゴウ　ミツアキ

93 673.3 20 自宅でオンライン起業はじめました 秋田
アキタ

 稲美
イネミ

94 681.3 20 あおり運転 菰田 潔
コモダ　キヨシ

95 681.3 20 安全運転寿命を延ばすレッスン 松田 秀士
マツダ　ヒデシ

96 686.2 20 豪華列車をゆく

97 689.6 20 本気で観光ボランティアガイド 渡辺 康洋

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

98 721.9 20 88歳の絵手紙365日 福馬 省三
フクマ　ショウゾウ

99 726.1 ヤマ 多様性を楽しむ生き方 ヤマザキ マリ

100 746 20 デジタル一眼カメラ30日でマスター 森村 進

101 753 20 アンティークレース 市川 圭子

102 759 20 世界のスノードーム図鑑 カルロス矢吹

103 778.2 ヨシ 吉永小百合 私の生き方 NHK
エヌエイチケー

「プロフェッショナル仕事の流儀」制作班

104 778.8 20 おちょやん　Part
パート

1 八津 弘幸

105 786.5 20 60歳からが楽しい自転車趣味人

言語・文学（日本・外国）

106 801.7 20 出版翻訳家なんてなるんじゃなかった日記 宮崎 伸治

107 809.6 20 開始3秒で差がつくWeb
ウェブ

会議のコツ 三枝 孝臣

108 910.2 サガ 大人だって読みたい!少女小説ガイド 嵯峨 景子

109 911.1 ホム あの人と短歌 穂村 弘

110 915.6 ノナ 美麗島プリズム紀行 乃南 アサ

111 916 セキ がんになった緩和ケア医が語る「残り2年」の生き方、考え方 関本 剛

112 933 エデ ワシントン・ブラック エシ・エデュジアン

113 933 クリ 大統領失踪　上
ウエ

・下
シタ

ビル・ クリントン

114 933 デイ スティール・キス　[リンカーン・ライム　15]　上・下 ジェフリー・ディーヴァー

115 933 プラ ホテル・ネヴァーシンク アダム・オファロン・プライス

116 943 ノイ 森の中に埋めた ネレ・ノイハウス

117 953 フオ 洪水 フィリップ・フォレスト

ヤングアダルト（中学・高校生向け）

118 070 20 コロナの時代を生きるためのファクトチェック 立岩 陽一郎
タテイワ　ヨウイチロウ

119 333.8 20 カカ・ムラド～ナカムラのおじさん ガフワラ

120 379.7 20 夢を叶えるための勉強法 鈴木 光
スズキ　ヒカル

121 702 20 西洋美術とレイシズム 岡田 温司
オカダ　アツシ

122 911.1 キキ ときめく心 桔梗 亜紀
キキョウ　アキ

123 F ナナ 終電間際オンライン 七月 隆文
ナナツキ　タカフミ

大活字本

124 E サト それでもこの世は悪くなかった 佐藤 愛子

125 E ムレ それなりに生きている 群
ムレ

 ようこ

126 F サイ まるまるの毬
イガ

 　上・下 西條 奈加

127 F ナカ 長いお別れ 　上・下 中島 京子

参考図書　＊館内閲覧のみ＊

128 338.1 カイ 会社四季報　2021年1集新春号

129 703.5 ビジ 美術名典　2021 美術名典編集部

⑳


