
　 八幡西図書館一般室新刊リスト　2月第２週                               2017年 2月12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

002.7/ｲ/ 僕らが毎日やっている最強の読み方
新聞・雑誌・ネット・書籍から「知識と教養」を身につける７０の極意

池上 彰／著 東洋経済新報社 F/ｷ/ 慶応三年の水練侍 木村 忠啓／著 朝日新聞出版

007.3/ｼ/ サイト別ネット中傷・炎上対応マニュアル　第２版 清水 陽平／著 弘文堂 F/ﾀ/ 電王 高嶋 哲夫／著 幻冬舎

159/ﾀ/ ねえねえ、なんで？ 高島 大／著 ワニブックス F/ﾆ/Z 結物語　物語シリーズ　２２ 西尾 維新／著 講談社

170/ﾆ/ 日本人なのに知らない神社と神道の謎
神社と神道でひも解く日本人と歴史

茂木 貞純／監修 実業之日本社 F/ﾎ/ Good old boys 本多 孝好／著 集英社

289.1/ｲ/ 出光佐三　人を動かす１００の言葉
プレジデント
書籍編集部／編

プレジデント社 F/ﾔ/ カズサビーチ 山本 一力／著 新潮社

290.9/ﾁ/ 地球の歩き方　Ｄ０５　２０１７〜１８　広州 アモイ 桂林
地球の歩き方
編集室／編集

ダイヤモンド・
ビッグ社

914.6/ｻ/ 老いては夫を従え 柴門 ふみ／著 小学館

290.9/ﾁ/ 地球の歩き方　Ｄ２５　２０１７〜１８　インドネシア
地球の歩き方
編集室／編集

ダイヤモンド・
ビッグ社

914.6/ﾖ/ ９８歳。心して「一人」を楽しく生きる 吉沢 久子／著 海竜社

290.9/ﾁ/ 地球の歩き方　Ｄ２７　２０１７〜１８　フィリピン
地球の歩き方
編集室／編集

ダイヤモンド・
ビッグ社

G367.7/ﾊ/ ルポ難民化する老人たち　（イースト新書） 林 美保子／著
イースト・
プレス

290.9/ﾁ/ 地球の歩き方　Ａ０９　２０１７〜１８　イタリア
地球の歩き方
編集室／編集

ダイヤモンド・
ビッグ社

GF/ｲ/ 油堀の女　剣客船頭　１６　（光文社時代小説文庫） 稲葉 稔／著 光文社

290.9/ﾁ/30 地球の歩き方 aruco　３０　２０１７〜１８　台湾
地球の歩き方
編集室／編集

ダイヤモンド・
ビッグ社

GF/ｵ/ 夢の女　取次屋栄三　１７　（祥伝社文庫） 岡本 さとる／著 祥伝社

292.2/ﾔ/ わたしのすきな台湾案内
台北、台北近郊。台中、台南、高雄にも足をのばして

柳沢 小実／著 マイナビ出版 GF/ｵ/ 目眩み万両　北町影同心　４　（二見時代小説文庫） 沖田 正午／著 二見書房

369.3/ﾅ/ 震度７の生存確率 仲西 宏之／著 幻冬舎 GF/ｶ/3 モップガール　3　（小学館文庫） 加藤 実秋／著 小学館

383.8/ｳ/ サラダの歴史　「食」の図書館
ジュディス・
ウェインラウブ／著

原書房 GF/ｶ/7 隠密味見方同心　7　絵巻寿司　（講談社文庫） 風野 真知雄／著 講談社

392.1/ｻ/Z 高校生にも読んでほしい海の安全保障の授業
日本人が知らない南シナ海の大問題！

佐藤 正久／著 ワニブックス GF/ｷ/ 宿場鬼　（角川文庫） 菊地 秀行／著 KADOKAWA

498.3/ﾊ/ 病院では教えてくれない不調の治し方 蓮村 誠／著 大和書房 GF/ｷ/ 闇奉行凶賊始末　（祥伝社文庫） 喜安 幸夫／著 祥伝社

498.5/ﾏ/ 「もち麦」で腸イキイキ革命！
メタボ脱出、血糖値改善、腸免疫力アップ！

松生 恒夫／著 日本文芸社 GF/ｺ/ 離れ簪　風烈廻り与力・青柳剣一郎　３７　（祥伝社文庫） 小杉 健治／著 祥伝社

527.1/ｼ/ 「家づくりにかかるお金」のすべてがわかる本
いつ、いくら、なぜ必要か！？相場、適正額、やりくり方法まで全掲載

主婦の友社／編 主婦の友社 GF/ｺ/7-Z 地獄堂霊界通信　7　（講談社文庫） 香月 日輪／著 講談社

594.9/ﾊ/ はじめてのどうぶつぬいぐるみ　新装版
写真でくわしい作り方レッスンつき

長谷川 孝博／著 日本ヴォーグ社 GF/ｻ/ ふんわり穴子天　居酒屋ぜんや　２　（時代小説文庫） 坂井 希久子／著 角川春樹事務所

595.4/ｷ/ きものネイル見本帖　決定版
和のアート・サンプル２９５

仲宗根 幸子／監修 河出書房新社 GF/ｽ/ サンパギータ　警視庁組対特捜Ｋ　（中公文庫） 鈴峯 紅也／著 中央公論新社

595.4/ﾊ/ 初めてでも簡単キレイ！自分でできる着物の髪型 鈴木 富美子／監修 世界文化社 GF/ﾁ/ 舞う百日紅　上絵師律の似面絵帖　２　（光文社時代小説文庫） 知野 みさき／著 光文社

597/ｶ/ なんでも自分で修理する本　完全保存版
イラストだから簡単！

片桐 雅量／著 洋泉社 GF/ﾄ/ 血煙東海道　はみだし御庭番無頼旅　２　（祥伝社文庫） 鳥羽 亮／著 祥伝社

615.8/ｴ/ 本当に正しい鳥獣害対策Ｑ＆Ａ
被害の原因は「間違った知識」にあった！

江口 祐輔／著 誠文堂新光社 GF/ﾆ/Z 懐かしい食堂あります　谷村さんちは大家族　（角川文庫） 似鳥 航一／著 KADOKAWA

645.9/ｵ/ ハリネズミ完全飼育
飼育、生態、接し方、健康管理、病気がよくわかる

大野 瑞絵／著 誠文堂新光社 GF/ﾊ/ 国家簒奪　警視庁公安部・青山望　９　（文春文庫） 濱 嘉之／著 文藝春秋

芸術 743.5/ｺ/ 夜の絶景写真　工場夜景編 小林 哲朗／著 インプレス GF/ﾌ/ 備前長船　御刀番左京之介　６　（光文社時代小説文庫） 藤井 邦夫／著 光文社

F/ｱ/ 鼠、噓つきは役人の始まり 赤川 次郎／著 KADOKAWA GF/ﾔ/2 ACT　2　警視庁特別潜入捜査班　告発者　（講談社文庫） 矢月 秀作／著 講談社

F/ｱ/1 家康　１　自立篇 安部 龍太郎／著 幻冬舎 G933.7/ｱ/1 機は熟せり　上　クリフトン年代記　第６部　（新潮文庫）
ジェフリー・
アーチャー／著

新潮社

F/ｲ/ 走狗 伊東 潤／著 中央公論新社 G933.7/ｱ/2 機は熟せり　下　クリフトン年代記　第６部　（新潮文庫）
ジェフリー・
アーチャー／著

新潮社

F/ｵ/Z 七月に流れる花　MYSTERY LAND 恩田 陸／著 講談社 G933.7/ﾊﾞ/1 完全記憶探偵　上　（竹書房文庫）
デイヴィッド・
バルダッチ／著

竹書房

F/ｵ/Z 八月は冷たい城　MYSTERY LAND 恩田 陸／著 講談社 G933.7/ﾊﾞ/2 完全記憶探偵　下　（竹書房文庫）
デイヴィッド・
バルダッチ／著

竹書房

F/ｶ/ 屋根をかける人 門井 慶喜／著 KADOKAWA
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