
八幡西図書館一般室新刊リスト　４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

哲学 159.8/ﾗ/ ラジオ深夜便珠玉のことば特選集　ラジオが伝えた名言、金言150 NHKサービスセンター G023/ﾋ/ 瓦礫から本を生む　（河出文庫） 土方 正志／著 河出書房新社

290.9/ﾁ/38 地球の歩き方aruco　38　最新2020-21　ダナン　ホイアン 地球の歩き方編集室／編集 ダイヤモンド・ビッグ社 GF/ｱ/ 松本-鹿児島殺人連鎖　人情刑事・道原伝吉　（徳間文庫） 梓 林太郎／著 徳間書店

291.1/ﾙ/21 るるぶ北海道　'21　北海道 JTBパブリッシング GF/ｱ/3 凍える火　第Ⅱ捜査官　３　（徳間文庫） 安東 能明／著 徳間書店

291.9/ﾋ/ 日帰りドライブぴあ福岡版 ぴあ株式会社関西支社 GF/ｶ/1 潜入味見方同心　1　恋のぬるぬる膳　（講談社文庫） 風野 真知雄／著 講談社

291.9/ﾙ/21 るるぶ沖縄ドライブ　'21　九州 JTBパブリッシング GF/ｷ/ そして、ユリコは一人になった　（宝島社文庫 このミス大賞） 貴戸 湊太／著 宝島社

292.1/ﾙ/21 るるぶ韓国　'21　ソウル・プサン・済州島 JTBパブリッシング GF/ｺ/4 アンカー　（集英社文庫） 今野 敏／著 集英社

292.4/ﾙ/19 るるぶフィリピン　2019　セブ島・マニラ JTBパブリッシング GF/ｻ/8 とろとろ卵がゆ　居酒屋ぜんや　８　（ハルキ文庫 時代小説文庫） 坂井 希久子／著 角川春樹事務所

293.3/ﾙ/20 るるぶイギリス　2020　ロンドン JTBパブリッシング GF/ｼ/5
レディ・ヴィクトリア　5
ローズの秘密のノートから　（講談社タイガ）

篠田 真由美／著 講談社

324/ﾐ/ 最新民法がよくわかる本　2020年民法改正対応版 三木 邦裕／著 秀和システム GF/ｼ/ 絆　走れ奇跡の子馬　（集英社文庫） 島田 明宏／著 集英社

368.6/ｻ/
あなたのスマホがとにかく危ない
元捜査一課が教えるSNS、デジタル犯罪から身を守る方法

佐々木 成三／著 祥伝社 GF/ﾀ/8 あきない世傳金と銀　8　瀑布篇　（ハルキ文庫 時代小説文庫） 高田 郁／著 角川春樹事務所

374.1/ﾅ/
新任1年目なのに、学級担任が驚くほどうまくいく本。
何があってもグラつかないスキルが身につく！

中嶋 郁雄／著 学陽書房 GF/ﾄﾞ/3 迷路の始まり　ラストライン　３　（文春文庫） 堂場 瞬一／著 文藝春秋

自然
科学

410.4/ﾅ/
数学的な思考とは何か
数学嫌いと思っていた人に読んで欲しい本

長岡 亮介／著 技術評論社 GF/ﾄ/7 餓狼剣　 八丁堀「鬼彦組」激闘篇　７　（文春文庫） 鳥羽 亮／著 文藝春秋

527.8/ﾏ/
これで完璧！マンション大規模修繕　増補改訂版
マンション管理組合のための

マンション大規模修繕研究会／著 エクスナレッジ GF/ﾆ/ サムのこと 猿に会う　（小学館文庫） 西 加奈子／著 小学館

531.9/ｾ/2
設計検討って、どないすんねん！　STEP2
設計環境の変化に合わせて最新の手法を活用した仮説検証型設計

日刊工業新聞社 GF/ﾆ/ 彼女の色に届くまで　（角川文庫） 似鳥 鶏／著 KADOKAWA

596/ｷﾞ/ 業務スーパーやみつきレシピ　1食99円激安スペシャル 業務スーパー／監修 宝島社 GF/ﾊ/ 家と庭　（角川文庫） 畑野 智美／著 KADOKAWA

596.3/ﾆ/ 野菜まるごと畑のびん詰め　季節のファームキャニング 西村 千恵／著 NHK出版 GF/ﾓ/3
キャサリンはどのように子供を産んだのか?
WWシリーズ　３　（講談社タイガ）

森 博嗣／著 講談社

601.1/ｲ/ 超成長都市「福岡」の秘密　世界が注目するイノベーションの仕組み 石丸 修平／著 日本経済新聞出版社 G914.6/ﾊ/ 古都再見　（新潮文庫） 葉室 麟／著 新潮社

675/ﾘ/
60分でわかる！サブスクリプション
既存の業界ルールを破壊する新しいビジネスモデルのすべて

リンクアップ／著 技術評論社 G914.6/ﾔ/ かわいい夫　（河出文庫） 山崎 ナオコーラ／著 河出書房新社

言語 830/ﾐ/
リアルな英語の9割はアカデミー賞映画で学べる！
あの名セリフ、名場面の英語解説

南谷 三世／著 池田書店 G933.7/ｷ/ 名犬ベラの650kmの帰宅　（新潮文庫）
W.ブルース・
キャメロン／著

新潮社

910.2/ｲ/ 残夢童女　石牟礼道子追悼文集 石牟礼道子資料保存会／編 平凡社

F/ｱ/ 発注いただきました！ 朝井 リョウ／著 集英社
社会
科学

345/ｼﾞ/Z 13歳からの税 三木 義一／監修 かもがわ出版

F/ｴ/ 去年の雪 江國 香織／著 KADOKAWA 451/ｻ/Z 最強に面白い！！天気　ニュートン式超図解 ニュートンプレス

F/ｵ/ 戦時大捜査網 岡田 秀文／著 東京創元社 491.3/ｻ/Z 最強に面白い！！人体　ニュートン式超図解 ニュートンプレス

F/ｶ/6 浮雲心霊奇譚　6　血縁の理 神永 学／著 集英社 技術 595.5/ｳ/Z #かわいい超え大人メイク教本　すべての「キレイ」に理由がある 宇野 実彩子／著 講談社

F/ｷ/ ホームドアから離れてください 北川 樹／著 幻冬舎 F/ｴ/Z 5分後に君とサヨナラのラスト　5分シリーズ エブリスタ／編 河出書房新社

F/ｼ/1 ひこばえ　上 重松 清／著 朝日新聞出版 F/ﾆ/12-Z 掟上今日子の設計図　忘却探偵シリーズ　１２ 西尾 維新／著 講談社

F/ｼ/2 ひこばえ　下 重松 清／著 朝日新聞出版 GF/ﾋ/9-Z 薬屋のひとりごと　9　（ヒーロー文庫） 日向 夏／著 主婦の友インフォス

F/ﾑ/ 丸の内魔法少女ミラクリーナ 村田 沙耶香／著 KADOKAWA GF/ﾌ/Z フラダン　（小学館文庫） 古内 一絵／著 小学館

F/ﾓ/4 嫁ぐ日　狸穴あいあい坂　４ 諸田 玲子／著 集英社 GF/ﾓ/4-Z 31番目のお妃様　4　（ビーズログ文庫） 桃巴／著 KADOKAWA

914.6/ｶ/ 晴れの日散歩 角田 光代／著 オレンジページ GF/ﾕ/8-Z あやかし夫婦は吸血鬼と踊る。　浅草鬼嫁日記　８　（富士見L文庫） 友麻 碧／著 KADOKAWA
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