
八幡西図書館一般室新刊リスト　5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

210.3/ﾀ/ 東京下町の前方後円墳 柴又八幡神社古墳　　 谷口 榮／著 新泉社 914.6/ｲ/ 老いてこそ生き甲斐 石原 慎太郎／著 幻冬舎

213.5/ｵ/ 海上他界のコスモロジー 大寺山洞穴の舟葬墓　　 岡本 東三／著 新泉社 914.6/ｵ/ 旅ごはん　　 小川 糸／著 白泉社

214.3/ﾔ/ 大聖寺藩　隣国に備えて置かれた加賀百万石の支藩・大聖寺藩。 山口 隆治／著 現代書館 914.6/ﾁ/ ちょこっと、つまみ　　 阿川 佐和子／ほか著 河出書房新社

290.9/ﾁ/ 地球の歩き方　E10　南アフリカ  2020〜21  地球の歩き方編集室／編集 ダイヤモンド・ビッグ社 914.6/ﾔ/ いつでも母と 山口 恵以子／著 小学館

290.9/ﾁ/ 地球の歩き方　D16　東南アジア  2020〜21    地球の歩き方編集室／編集 ダイヤモンド・ビッグ社 914.6/ﾕ/ 南相馬メドレー 柳 美里／著 第三文明社

290.9/ﾁ/ 地球の歩き方　B17　カナダ西部  2020〜21  地球の歩き方編集室／編集 ダイヤモンド・ビッグ社 T/918.6/ｼ/12 <新編>日本女性文学全集　12 岩淵 宏子／監修 六花出版

290.9/ﾁ/ 地球の歩き方　D28　インド  2020〜21    地球の歩き方編集室／編集 ダイヤモンド・ビッグ社 G019.9/ﾑ/ 鞄に本だけつめこんで　（新潮文庫） 群 ようこ／著 新潮社

290.9/ﾁ/ 地球の歩き方　A13　 南イタリアとシチリア  2020〜21    地球の歩き方編集室／編集 ダイヤモンド・ビッグ社 G491.3/ﾅ/ 空気を読む脳　（講談社+α新書） 中野 信子／著 講談社

291/ﾆ/ 西日本「御城印」徹底ガイド　見どころ・楽しみ方がわかる 小和田 哲男／監修 メイツユニバーサルコンテンツ GF/ｱ/1 第Ⅱ捜査官　３　凍える火　（徳間文庫） 安東 能明／著 徳間書店

291/ﾋ/ 東日本「御城印」徹底ガイド　見どころ・楽しみ方がわかる 小和田 哲男／監修 メイツユニバーサルコンテンツ GF/ｲ/ 1日10分のごほうび
NHK国際放送が選んだ日本の名作　（双葉文庫）

赤川 次郎／著 双葉社

291.3/ｻ/ 尾瀬　（ヤマケイアルペンガイド） 佐々木 亨／著 山と溪谷社 GF/ｲ/4 激闘　隠密船頭 　４　（光文社文庫 光文社時代小説文庫） 稲葉 稔／著 光文社

291.9/ｷ/ 九州　第7版　（ブルーガイド てくてく歩き） 実業之日本社 GF/ｳ/3 鎖国　辻番奮闘記 　３　（集英社文庫 歴史時代） 上田 秀人／著 集英社

302.3/ｻ/ リトアニアを知るための60章　　 櫻井 映子／編著 明石書店 GF/ｶ/3 わるじい慈剣帖　3　こわいぞお　（双葉文庫） 風野 真知雄／著 双葉社

371.4/ｲ/ 教育臨床論　増補新版　教師をめざす人のために 伊藤 直樹／編 批評社 GF/ｶ/7 うちの旦那が甘ちゃんで　7　（講談社文庫） 神楽坂 淳／著 講談社

自然
科学

481.7/ｺ/ 先生、大蛇が図書館をうろついています!
鳥取環境大学の森の人間動物行動学

小林 朋道／著 築地書館 GF/ｷ/3 死香探偵　3　哀しき死たちは儚く香る　（中公文庫） 喜多 喜久／著 中央公論新社

511.3/ﾔ/ トコトンやさしい地盤工学の本　　 安田 進／著 日刊工業新聞社 GF/ｻ/2 赤い雨　新・吉原裏同心抄　２　（光文社文庫 光文社時代小説文庫） 佐伯 泰英／著 光文社

527/ｲ/ 猫と住まいの解剖図鑑　猫も人も幸せになる暮らしがわかる いしまる あきこ／著 エクスナレッジ GF/ｻ/5 疑う眼差し　身代わり若殿葉月定光　５　(角川文庫 ) 佐々木 裕一／著 KADOKAWA

596/ｱ/ アガワ家の危ない食卓 阿川 佐和子／著 新潮社 GF/ｻ/5 白バイガール　5　爆走！五輪大作戦　（実業之日本社文庫） 佐藤 青南／著 実業之日本社

産業 689.5/ﾕ/20 ユニバーサル・スタジオ・ジャパンよくばり裏技ガイド　2020 USJのツボ／監修 廣済堂出版 GF/ｼ/1 えんま様のもっと!忙しい49日間
新宿発地獄行き　（小学館文庫 キャラブン!）

霜月 りつ／著 小学館

T/702.1/ﾓ/ もっと知りたい薬師寺の歴史　　 薬師寺／監修 東京美術 GF/ﾀ/8 鯖猫長屋ふしぎ草紙　8　（PHP文芸文庫） 田牧 大和／著 PHP研究所

726.1/ﾏ/ 僕の姉ちゃん的生活　明日は明日の甘いもの 益田 ミリ／著 マガジンハウス GF/ﾁ/12 慶事の魔　おれは一万石　１２　（双葉文庫 ） 千野 隆司／著 双葉社

744.9/ﾌ/ 人生を1冊でふりかえる手作りアルバム
写真の整理は、こんなに楽しい！

藤井 千代江／著 青春出版社 GF/ﾄ/3 仇討双剣　介錯人・父子斬日譚　３　（祥伝社文庫 ） 鳥羽 亮／著 祥伝社

748/ｴ/ 世界のかわいい散歩道 MdN編集部／編 エムディエヌコーポレーション GF/ﾄ/4 剣客旗本春秋譚　4　虎狼斬り　（実業之日本社文庫） 鳥羽 亮／著 実業之日本社

F/ｱ/1 流人道中記　上 浅田 次郎／著 中央公論新社 GF/ﾅ/3 PUZZLE　東京駅おもてうら交番・堀北恵平　３　（角川ホラー文庫） 内藤 了／著 KADOKAWA

F/ｱ/2 流人道中記　下 浅田 次郎／著 中央公論新社 GF/ﾉ/4 木鶏　新・軍鶏侍　４　（祥伝社文庫 ） 野口 卓／著 祥伝社

F/ｲ/ 木になった亜沙 今村 夏子／著 文藝春秋 GF/ﾊ/14 本所おけら長屋　14　（PHP文芸文庫） 畠山 健二／著 PHP研究所

F/ｵ/ 今日も町の隅で 小野寺 史宜／著 KADOKAWA GF/ﾌ/2 暗号通貨クライシス　BUG広域警察極秘捜査班　２　（新潮文庫nex） 福田 和代／著 新潮社

F/ｶ/ うちの父が運転をやめません 垣谷 美雨／著 KADOKAWA GF/ﾏ/5 評定所留役秘録　5　鷹は死なず　（二見時代小説文庫） 牧 秀彦／著 二見書房

F/ｶ/ 三年長屋 梶 よう子／著 KADOKAWA GF/ﾏ/2 霧の会議　下　　松本清張プレミアム・ミステリー　２　（光文社文庫） 松本 清張／著 光文社

F/ｷ/ 罪人の選択 貴志 祐介／著 文藝春秋 GF/ﾓ/ もののけ　（PHP文芸文庫） 朝井 まかて／著 PHP研究所

F/ｷ/7 チンギス紀　7 　虎落 北方 謙三／著 集英社 GF/ﾔ/9 もぐら新章 波濤　[「もぐら」シリーズ]　（中公文庫 ） 矢月 秀作／著 中央公論新社

F/ｸ/ 怖い患者 久坂部 羊／著 集英社 G914.6/ﾔ/ 食堂のおばちゃんの「人生はいつも崖っぷち」
それでも、今がいちばん幸せ　（光文社知恵の森文庫）

山口 恵以子／著 光文社

F/ｺﾞ/ スワン 呉 勝浩／著 KADOKAWA G933.7/ｵ/12 修道女の薔薇　（創元推理文庫） キャロル・オコンネル／著 東京創元社

F/ｻ/ 公安狼 笹本 稜平／著 徳間書店

F/ｼ/ 三兄弟の僕らは 小路 幸也／著 PHP研究所 440/ｻ/Z 最強に面白い！！宇宙　　 ニュートンプレス

F/ｼ/ ダーク・ブルー 真保 裕一／著 講談社 491.3/ｻ/Z 最強にわかる！！死とは何か　　 ニュートンプレス

F/ﾁ/ 十字架のカルテ 知念 実希人／著 小学館 文学 F/ﾊ/16-2-Z 都会(まち)のトム&ソーヤ　外伝16.5　　魔女が微笑む夜 はやみね かおる／著 講談社

F/ﾅ/ 帝都地下迷宮 中山 七里／著 PHP研究所 GF/ｱ/2-Z 稲荷書店きつね堂　2　 犬神書店員来たる　（ハルキ文庫） 蒼月 海里／著 角川春樹事務所

F/ﾋ/ クスノキの番人 東野 圭吾／著 実業之日本社 GF/ｶ/Z 心霊探偵八雲　ANOTHER FILES沈黙の予言　（角川文庫） 神永 学／著 KADOKAWA

F/ﾏ/1 神域　上 真山 仁／著 毎日新聞出版 GF/ｻ/31-Z 魔法科高校の劣等生　31　未来編　（電撃文庫） 佐島 勤／著 KADOKAWA

F/ﾏ/2 神域　下 真山 仁／著 毎日新聞出版 GF/ｼ/10-Z ソードアート・オンラインオルタナティブガンゲイル・オンライン　10
ファイブ・オーディールズ　（電撃文庫）

時雨沢 恵一／著 KADOKAWA

F/ﾐ/ 欺瞞の殺意　　 深木 章子／著 原書房 GF/ﾆ/2-Z 後宮の夜叉姫　2　（メディアワークス文庫） 仁科 裕貴／著 KADOKAWA

F/ﾕ/3 暴虎の牙 柚月 裕子／著 KADOKAWA GF/ﾑ/9-Z コンビニたそがれ堂 花時計　（ポプラ文庫ピュアフル） 村山 早紀／著 ポプラ社

F/ﾘ/6 地上生活者　第6部　最後の試み 李 恢成／著 講談社 GF/ﾓ/12-Z わが家は祇園(まち)の拝み屋さん　12
つなぐ縁と満月に降る雨　（角川文庫）

望月 麻衣／著 KADOKAWA
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