
　 八幡西図書館一般室新刊リスト　7月第2週                               2016年7月10日

請求記号 書名 著者名 出版社 請求記号 書名 著者名 出版社

総記 019/ﾏ/ 戦地の図書館 モリー・グプティル・マニング／著 東京創元社 596.3/ｼ/ 食前サラダ 浅野 律子／著 ジャパンマシニスト

140/ﾏ/ マズロー心理学入門 中野 明／著 アルテ 596/ｴ/ クセになる！パクチーレシピブック エダジュン／著
パルコエンタ
テインメント事業部

147/ｷ/9 九十九怪談　第9夜 木原 浩勝／著 KADOKAWA 596/ﾆ/ マグごはん 新谷 友里江／著 宝島社

210.2/ｾ/ 琵琶湖に眠る縄文文化 粟津湖底遺跡 瀬口 眞司／著 新泉社 596/ﾌ/ 藤井恵私の好きな薬味たっぷりレシピ 藤井 恵／著 家の光協会

210.2/ﾋ/ 北近畿の弥生王墓・大風呂南墳墓 肥後 弘幸／著 新泉社 産業 645.7/ﾏ/ マンガでわかる猫のきもち ねこまき／マンガ・イラスト 大泉書店

210.2/ﾐ/ 諏訪湖底の狩人たち 曽根遺跡 三上 徹也／著 新泉社 芸術 795/ｲ/ 初段の条件 李 昌鎬／著 東京創元社

210.3/ｼ/ 最後の前方後円墳 龍角寺浅間山古墳 白井 久美子／著 新泉社 言語 809.5/ﾄ/ 乱談のセレンディピティ 外山 滋比古／著 扶桑社

289.3/ﾑ/ 世界で一番貧しい大統領と呼ばれたホセ・ムヒカ 国際情勢研究会／編 ゴマブックス F/ｱ/ 残り者 朝井 まかて／著 双葉社

291.9/ｷ/ 九州絶品温泉、ドコ行こ? 北出 恭子／著 ペガサス F/ｵ/ 牛姫の嫁入り 大山 淳子／著 KADOKAWA

291.9/ﾀ/ 乙女の湯布院・阿蘇雑貨屋&カフェさんぽ 旅ムック編集部／著 メイツ出版 F/ｷ/17 岳飛伝　17 北方 謙三／著 集英社

292.3/ｱ/ 幸せ大国タイ王国 青木 由香／著 講談社 F/ｺ/ 自首　検事・沢木正夫 小杉 健治／著 双葉社

302.1/ｼﾞ/ JAPAN CLASS　またニッポンのしわざか!?
のべ766人の外国人のコメントから浮かび上がる日本

ジャパンクラス編集部／編 東邦出版 F/ｺ/ マル暴総監 今野 敏／著 実業之日本社

302.3/ｼ/ ラトヴィアを知るための47章 志摩 園子／編著 明石書店 F/ﾅ/ どこかでベートーヴェン 中山 七里／著 宝島社

317.3/ｺ/ 公務員の教科書　道徳編 ぎょうせい F/ﾊ/ 神奈備 馳 星周／著 集英社

323.1/ﾅ/ よくわかる緊急事態条項Q&A 永井 幸寿／著 明石書店 F/ﾓ/ たまちゃんのおつかい便 森沢 明夫／著 実業之日本社

366.3/ｱ/ 「女性にやさしい」その先へ AERA編集部／編著 朝日新聞出版 F/ﾔ/ 代体 山田 宗樹／著 KADOKAWA

366.7/ﾜ/ 介護離職しない、させない 和氣 美枝／著 毎日新聞出版 914.6/ｶ/ わたしの容れもの 角田 光代／著 幻冬舎

369.2/ﾀ/ 安心で納得できる老後の住まい・施設の選び方 田中 元／著 自由国民社 914.6/ｾ/ 老いも病も受け入れよう 瀬戸内 寂聴／著 新潮社

374.3/ﾓ/ 先生のための！こんなときどうする！？辞典 森川 正樹／著 フォーラム・A 914.6/ﾉ/ 男の詫び状 野坂 昭如／著 文藝春秋

481.7/ｺ/ 先生、イソギンチャクが腹痛を起こしています！ 小林 朋道／著 築地書館 943.7/ｾ/ 囀る魚 アンドレアス・セシェ／著 西村書店

498.3/ﾔ/ すごい！ナンバ歩き 矢野 龍彦／著 河出書房新社 G210.7/ﾊ/ 21世紀の戦争論　（文春新書） 半藤 一利／著 文藝春秋

521.8/ﾔ/2 京の遺伝子・職人　2 山本 良介／著 淡交社 G320.4/ｼ/ 本当にあったトンデモ法律トラブル　（幻冬舎新書） 荘司 雅彦／著 幻冬舎

527/ｵ/ 99％後悔しない65歳からのリフォーム&家づくり 小川 千賀子／著 日本文芸社 GF/ｱ/ スーパーあずさ殺人車窓　山岳刑事・道原伝吉
（実業之日本社文庫）

梓 林太郎／著 実業之日本社

527/ｺ/ リフォーム業務が一番わかる 小垣外 明子／著 技術評論社 GF/ｵ/ 道然寺さんの双子探偵　（朝日文庫） 岡崎 琢磨／著 朝日新聞出版

549/ｸ/ センサーでなんでもできるおもしろまじめ電子工作 蔵下 まさゆき／著 秀和システム GF/ｶ/20-Z アクセル・ワールド　20　（電撃文庫） 川原 礫／著 KADOKAWA

576.7/ｲ/ 資生堂インパクト 石塚 由紀夫／著 日本経済新聞出版社 GF/ｶ/9-2-Z 境界線上のホライゾン　9下　GENESISシリーズ
（電撃文庫）

川上 稔／著 KADOKAWA

591/ﾖ/ 年収300万円でもお金持ちな人年収1000万円でも貧乏な人 横山 光昭／著 PHP研究所 GF/ﾂ/ 青紬の女　（徳間文庫 徳間時代小説文庫） 辻堂 魁／著 徳間書店

593.3/ｸ/ クライ・ムキのお直しの本 クライ・ムキ／著 日本文芸社 GF/ﾆ/ 探偵が腕貫を外すとき　腕貫探偵シリーズ
（実業之日本社文庫）

西澤 保彦／著 実業之日本社

593.3/ﾁ/ CHECK＆STRIPEお気に入りをてづくりで CHECK&STRIPE／編 世界文化社 GF/ﾌ/6 最後の晩ごはん　6　（角川文庫） 椹野 道流／著 KADOKAWA

595.4/ﾍ/ ヘアアレンジはじめてレッスン 山岸 敦子／監修 世界文化社 GF/ﾜ/16-Z はたらく魔王さま！　16　（電撃文庫） 和ケ原 聡司／著 KADOKAWA
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