
八幡西図書館一般室新刊リスト　3月分の新刊

請求記号 書名 著者名 出版社 請求記号 書名 著者名 出版社

G902.3/ｵ/2 21世紀SF1000　PART2　（ハヤカワ文庫 JA） 大森 望／著 早川書房 GF/ﾊ/9 無敵の殿様　9　無敵対最強　（コスミック・時代文庫） 早見 俊／著 コスミック出版

GF/ｱ/8 雲の果　「弥勒」シリーズ　（光文社文庫 光文社時代小説文庫） あさの あつこ／著 光文社 GF/ﾋ/ 犯人のいない殺人の夜　東野圭吾短編集　（光文社文庫） 東野 圭吾／著 光文社

GF/ｱ/10 鷹の砦　警視庁殺人分析班　１０　（講談社文庫） 麻見 和史／著 講談社 GF/ﾌ/ 晩夏の向日葵　弁護人五味陣介　（光文社文庫） 福澤 徹三／著 光文社

GF/ｱ/ 伴走者　（講談社文庫） 浅生 鴨／著 講談社 GF/ﾌ/5 はぐれ忍び　江戸の御庭番　５　（角川文庫） 藤井 邦夫／著 KADOKAWA

GF/ｱ/6 消えた警官　（新潮文庫） 安東 能明／著 新潮社 GF/ﾌ/9 招き猫　新・知らぬが半兵衛手控帖　９　（双葉文庫） 藤井 邦夫／著 双葉社

GF/ｲ/8 浪人奉行　8ノ巻　（双葉文庫） 稲葉 稔／著 双葉社 GF/ﾏ/4 クリーピー ラバーズ　（光文社文庫） 前川 裕／著 光文社

GF/ｲ/6 花唄の頃へ　くらまし屋稼業 　６　（ハルキ文庫 時代小説文庫） 今村 翔吾／著 角川春樹事務所 GF/ﾏ/ 人間水域　（祥伝社文庫） 松本 清張／著 祥伝社

GF/ｳ/5 急報　聡四郎巡検譚 　５　（光文社文庫 光文社時代小説文庫） 上田 秀人／著 光文社 GF/ﾏ/1 霧の会議　上　（光文社文庫 光文社文庫プレミアム） 松本 清張／著 光文社

GF/ｵ/ 烙印の森　（集英社文庫） 大沢 在昌／著 集英社 GF/ﾐ/ ディア・ペイシェント　絆のカルテ　（幻冬舎文庫） 南 杏子／著 幻冬舎

GF/ｶ/2 ストロボライト　×1捜査官・青山愛梨　２　（ハルキ文庫） 梶永 正史／著 角川春樹事務所 GF/ﾐ/ 草花たちの静かな誓い　（集英社文庫） 宮本 輝／著 集英社

GF/ｶ/5
京都伏見のあやかし甘味帖　5
星めぐり、祇園祭の神頼み　（宝島社文庫）

柏 てん／著 宝島社 GF/ﾔ/7 うちのカレー　食堂のおばちゃん　７　（ハルキ文庫 ） 山口 恵以子／著 角川春樹事務所

GF/ｶ/13
付添い屋・六平太　13　妖狐の巻 願掛け女
（小学館文庫 小学館時代小説文庫）

金子 成人／著 小学館 GF/ﾜ/3 昼行燈 阿蘭陀女　布引左内影御用　３　（ハルキ文庫 時代小説文庫） 和久田 正明／著 角川春樹事務所

GF/ｷ/ 水に眠る　新装版　（文春文庫） 北村 薫／著 文藝春秋 GF/ﾜ/38 珍味脅し　料理人季蔵捕物控　３８　（ハルキ文庫 時代小説文庫） 和田 はつ子／著 角川春樹事務所

GF/ｷ/
絆を紡ぐ　人情時代小説傑作選
（新潮文庫 SHINCHOBUNKO ANTHOLOGY）

池波 正太郎／著 新潮社 G914.6/ｵ/ ぷかぷか天国　（幻冬舎文庫） 小川 糸／著 幻冬舎

GF/ｺ/23 致命傷　栄次郎江戸暦　２３　（二見時代小説文庫） 小杉 健治／著 二見書房 G914.6/ｼ/ 余話として　新装版　（文春文庫） 司馬 遼太郎／著 文藝春秋

GF/ｺ/48 咲かずの梅　風烈廻り与力・青柳剣一郎　４８　（祥伝社文庫） 小杉 健治／著 祥伝社

GF/ｻ/4 火盗改しノ字組　4　不倶戴天の敵　（文春文庫） 坂岡 真／著 文藝春秋 社会
科学

320/ｶ/Z 18歳までに知っておきたい法のはなし 神坪 浩喜／著 みらいパブリッシング

GF/ｻ/7 帝の刀匠　公家武者信平 　７　（講談社文庫） 佐々木 裕一／著 講談社 412/ｻ/Z 最強に面白い！！虚数　ニュートン式超図解 ニュートンプレス

GF/ｼ/7 雪ひとひら　江戸菓子舗照月堂　７（ハルキ文庫 時代小説文庫） 篠 綾子／著 角川春樹事務所 420/ｻ/Z 最強に面白い！！物理　ニュートン式超図解 ニュートンプレス

GF/ﾀ/2 縁切寺お助け帖　2　姉弟ふたり　（角川文庫） 田牧 大和／著 KADOKAWA 430/ｻ/Z 最強に面白い！！化学　ニュートン式超図解 ニュートンプレス

GF/ﾄﾞ/1 雪虫　改版　（中公文庫 刑事・鳴沢了） 堂場 瞬一／著 中央公論新社 技術 594/ﾐ/Z はじめての「ぬう」と「あむ」＋おさいほう　令和版 ミカ／著 主婦の友社

GF/ﾄﾞ/9 垂れ込み　警視庁追跡捜査係　９　（ハルキ文庫） 堂場 瞬一／著 角川春樹事務所 F/ｴ/Z 5分後に謎解きのラスト エブリスタ／編 河出書房新社

GF/ﾄ/4 新火盗改鬼与力　４　最後の秘剣（角川文庫） 鳥羽 亮／著 KADOKAWA F/ﾀ/5-Z 聖女の魔力は万能です　5　（カドカワBOOKS） 橘 由華／著 KADOKAWA

GF/ﾄ/4 お京危うし　鶴亀横丁の風来坊　４　（講談社文庫） 鳥羽 亮／著 講談社 F/ﾛ/8-Z 神達に拾われた男　8　（HJ NOVELS） Roy／著 ホビージャパン

GF/ﾄ/3 SICK'S　3　SPECサーガ完結篇　厩乃抄　（角川文庫） 豊田 美加／著 KADOKAWA GF/ﾀ/2-Z 図書室のピーナッツ　（双葉文庫） 竹内 真／著 双葉社

GF/ﾈ/ ねこだまり　<猫>時代小説傑作選 　（PHP文芸文庫） 諸田 玲子／著 PHP研究所 GF/ﾀ/8-Z
おいしいベランダ。　8
8番線ホームのベンチとサイダー　（富士見L文庫）

竹岡 葉月／著 KADOKAWA

GF/ﾉ/5 あっけらかん　よろず相談屋繁盛記　５　（集英社文庫 歴史時代） 野口 卓／著 集英社 GF/ﾌﾟ/6-Z しあわせ食堂の異世界ご飯　6　（ベリーズ文庫） ぷにちゃん／著 スターツ出版

GF/ﾉ/5 廻り道　手蹟指南所「薫風堂」　５　（角川文庫） 野口 卓／著 KADOKAWA GF/ﾕ/9-Z 彩雲国物語　9　紅梅は夜に香る　（角川文庫） 雪乃 紗衣／著 KADOKAWA

GF/ﾊ/3 院内刑事(デカ)フェイク・レセプト　（講談社文庫） 濱 嘉之／著 講談社 GF/ﾖ/4-Z 巴里マカロンの謎　（創元推理文庫） 米澤 穂信／著 東京創元社
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