
八幡西図書館一般室新刊リスト　6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

F/ｱ/ 輪舞曲(ロンド) 朝井 まかて／著 新潮社 GF/ｺ/49 母の祈り　（祥伝社文庫 風烈廻り与力・青柳剣一郎） 小杉 健治／著 祥伝社

F/ｱ/ 小倉・関門海峡殺人事件 梓 林太郎／著 光文社 GF/ｻ/4 おこん春暦　（文春文庫 新・居眠り磐音） 佐伯 泰英／著 文藝春秋

F/ｱ/ 迷宮の月 安部 龍太郎／著 新潮社 GF/ｻ/29 鬼役　29　（光文社文庫 光文社時代小説文庫） 坂岡 真／著 光文社

F/ｲ/ 逆ソクラテス 伊坂 幸太郎／著 集英社 GF/ｻ/8
ツインソウル　行動心理捜査官・楯岡絵麻 　８
（宝島社文庫 このミス大賞）

佐藤 青南／著 宝島社

F/ｻ/ 駆け入りの寺 澤田 瞳子／著 文藝春秋 GF/ｽ/46 江戸湊の軛　口入屋用心棒　４６　（双葉文庫 ） 鈴木 英治／著 双葉社

F/ｼ/ 恋愛未満 篠田 節子／著 光文社 GF/ﾀ/6 はなの味ごよみ　6　（角川文庫） 高田 在子／著 KADOKAWA

F/ｼ/ 燃えよ剣 司馬 遼太郎／著 文藝春秋 GF/ﾀ/ トラペジウム　（角川文庫） 高山 一実／著 KADOKAWA

F/ｼ/ 鬼棲むところ　 朱川 湊人／著 光文社 GF/ﾁ/ 注文の多い料理小説集　（文春文庫） 柚木 麻子／著 文藝春秋

F/ｼ/15 イエロー・サブマリン　　 小路 幸也／著 集英社 GF/ﾂ/7
風雪挽歌　夜叉萬同心 　７
（光文社文庫 光文社時代小説文庫）

辻堂 魁／著 光文社

F/ﾀ/ 女神のサラダ 瀧羽 麻子／著 光文社 GF/ﾄﾞ/4 孤狼　刑事・鳴沢了　４　（中公文庫 ） 堂場 瞬一／著 中央公論新社

F/ﾂ/ 暗鬼夜行 月村 了衛／著 毎日新聞出版 GF/ﾄ/48 居合の女　はぐれ長屋の用心棒　48　（双葉文庫 ） 鳥羽 亮／著 双葉社

F/ﾄﾞ/ 空の声 堂場 瞬一／著 文藝春秋 GF/ﾅ/ ぼくときみの半径にだけ届く魔法　（幻冬舎文庫） 七月 隆文／著 幻冬舎

F/ﾅ/ 逃亡者 中村 文則／著 幻冬舎 GF/ﾅ/ スマイル・ハンター　憑依作家雨宮縁　（祥伝社文庫） 内藤 了／著 祥伝社

F/ﾅ/ 合唱　岬洋介の帰還 中山 七里／著 宝島社 GF/ﾅ/2 逃げるな新人外科医　泣くな研修医 2　（幻冬舎文庫） 中山 祐次郎／著 幻冬舎

F/ﾆ/ 東京オリンピックの幻想　　 西村 京太郎／著 文藝春秋 GF/ﾉ/ 宇宙でいちばんあかるい屋根　（光文社文庫） 野中 ともそ／著 光文社

F/ﾆ/ 十津川警部殺意の交錯　　 西村 京太郎／著 徳間書店 GF/ﾊ/ 嵯峨野花譜　（文春文庫） 葉室 麟／著 文藝春秋

F/ﾌ/ 東京ホロウアウト 福田 和代／著 東京創元社 GF/ﾋ/ 素敵な日本人　（光文社文庫） 東野 圭吾／著 光文社

F/ﾏ/ 江戸の夢びらき 松井 今朝子／著 文藝春秋 GF/ﾌ/7 小糠雨　新・秋山久蔵御用控　７　（文春文庫 ） 藤井 邦夫／著 文藝春秋

F/ﾑ/ 魔女たちは眠りを守る 村山 早紀／著 KADOKAWA GF/ﾌ/6
新任目付　本丸目付部屋　６
（二見時代小説文庫 本丸目付部屋）

藤木 桂／著 二見書房

F/ﾑ/ 心にいつも猫をかかえて 村山 早紀／著 エクスナレッジ GF/ﾎ/ 誠の旗がゆく　新選組傑作選　（集英社文庫） 細谷 正充／編 集英社

F/ﾔ/ 告解 薬丸 岳／著 講談社 GF/ﾎ/8 幻想蒸気船　（講談社文庫） 堀川 アサコ／著 講談社

G318.2/ﾊ/ 交渉力　結果が変わる伝え方・考え方　（PHP新書） 橋下 徹／著 PHP研究所 GF/ﾏ/ みすゞと雅輔　（新潮文庫） 松本 侑子／著 新潮社

G319.2/ｲ/ 知らないと恥をかく東アジアの大問題　（角川新書） 池上 彰／著 KADOKAWA GF/ﾓ/ 誘鬼燈　（集英社文庫） 森村 誠一／著 集英社

G498.3/ﾊ/
老活の愉しみ　心と身体を100歳まで活躍させる
（朝日新書）

帚木 蓬生／著 朝日新聞出版 GF/ﾜ/9
からくり夢殺し　ゆめ姫事件帖 　９
（ハルキ文庫 時代小説文庫）

和田 はつ子／著 角川春樹事務所

G726.1/ﾊ/ サザエさんと長谷川町子　（幻冬舎新書） 工藤 美代子／著 幻冬舎 G914.6/ｵ/ ハジの多い人生　（文春文庫） 岡田 育／著 文藝春秋

G910.2/ｲ/
文豪ナビ池波正太郎　人生の味わい方には作法がある。
（新潮文庫）

新潮文庫／編 新潮社

G910.2/ｲ/ 青春忘れもの　（中公文庫） 池波 正太郎／著 中央公論新社 哲学 188.8/ｲ/Z 禅ってなんだろう? あなたと知りたい身心を調えるおしえ 石井 清純／著 平凡社

GF/ｱ/ くちなし　（文春文庫） 彩瀬 まる／著 文藝春秋 社会
科学

376.8/ﾅ/Z 環境学部　中高生のための学部選びガイド 大岳 美帆／著 ぺりかん社

GF/ｲ/ ブルーネス　（文春文庫） 伊与原 新／著 文藝春秋 421.3/ｻ/Z 最強に面白い！！量子論　　 ニュートンプレス

GF/ｲ/3 武士の流儀　3　（文春文庫） 稲葉 稔／著 文藝春秋 491.3/ｻ/Z 最強に面白い！！脳　 ニュートンプレス

GF/ｳ/10 決別　禁裏付雅帳 　１０　（徳間文庫） 上田 秀人／著 徳間書店 技術 519/ｲ/Z 図解でわかる14歳からの水と環境問題 インフォビジュアル研究所／著 太田出版

GF/ｴ/2 参謀のホテル　ラストチャンス　（講談社文庫） 江上 剛／著 講談社 649/ﾔ/Z 動物の看護師さん 動物・飼い主・獣医師をつなぐ6つの物語 保田 明恵／著 大月書店

GF/ｵ/ 鏡の顔　傑作ハードボイルド小説集　（講談社文庫） 大沢 在昌／著 講談社 694.6/ｼ/Z しくじりから学ぶ13歳からのスマホルール 島袋 コウ／著 旬報社

GF/ｵ/1 熱血一刀流　1　（ハルキ文庫 時代小説文庫） 岡本 さとる／著 角川春樹事務所 言語 817.5/ｲ/Z 14歳からの読解力教室 生きる力を身につける 犬塚 美輪／著 笠間書院

GF/ｵ/2 熱血一刀流　2　（ハルキ文庫 時代小説文庫） 岡本 さとる／著 角川春樹事務所 F/ｴ/Z 5分後に呪われるラスト　　 エブリスタ／編 河出書房新社

GF/ｶ/2 潜入味見方同心　2　陰膳だらけの宴　（講談社文庫） 風野 真知雄／著 講談社 933.7/ﾚ/8-Z ヤング・シャーロック・ホームズ　vol.8 決闘の河 アンドリュー・レーン／著 静山社

GF/ｷ/9 化学探偵Mr.キュリー　9　（中公文庫） 喜多 喜久／著 中央公論新社 GF/ｶ/1-Z 医学のたまご　（角川文庫） 海堂 尊／著 KADOKAWA

GF/ｸ/6 警視庁心理捜査官　６　純粋なる殺人　（徳間文庫 ） 黒崎 視音／著 徳間書店 GF/ｶ/24-Z
ソードアート・オンライン　24
ユナイタル・リング　（電撃文庫）

川原 礫／著 KADOKAWA

GF/ｹ/ 刑事の灯　（双葉文庫） 麻見 和史／著 双葉社 GF/ｼ/11-Z
お伽話のつづき、はじめました。　5
（ビーズログ文庫 なんちゃってシンデレラ）

汐邑 雛／著 KADOKAWA

GF/ｺ/11 遺文　蘭方医・宇津木新吾　１１　（双葉文庫） 小杉 健治／著 双葉社 GF/ﾊ/5-Z 狼と羊皮紙　5　（電撃文庫） 支倉 凍砂／著 KADOKAWA
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