
八幡西図書館一般室　新刊リスト8月第5週

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/ﾊ/ 有職文様図鑑　 八條 忠基／著 平凡社 F/ﾋ/ 君に読ませたいミステリがあるんだ 東川 篤哉／著 実業之日本社

253/ｻ/ 戦争の歌がきこえる 佐藤 由美子／著 柏書房 F/ﾑ/ 一人称単数 村上 春樹／著 文藝春秋

289.1/ﾀ/ 明治を生きた男装の女医　高橋瑞物語　 田中 ひかる／著 中央公論新社 F/ﾓ/3 哄(わら)う北斎 望月 諒子／著 光文社

290.9/ﾁ/ 地球の歩き方　C11　2021〜22　オーストラリア 地球の歩き方編集室／編集 ダイヤモンド・ビッグ社 914.6/ﾖ/ 欲が出ました ヨシタケ シンスケ／著 新潮社

291/ｳ/ からだがよろこぶ！ぬる湯温泉ナビ 植竹 深雪／著 辰巳出版 916/ｲ/ 特攻最後の証言　100歳・98歳の兄弟が語る 岩井 忠正／著 ザ・ブック

302.3/ﾌﾞ/ ワイルドサイドをほっつき歩け　ハマータウンのおっさんたち ブレイディみかこ／著 筑摩書房 949.7/ｴ/8 特捜部Q　8　アサドの祈り 
ユッシ・エーズラ・
オールスン／著

早川書房

336.4/ﾔ/
9割捨てて10倍伝わる「要約力」
最短・最速のコミュニケーションで成果は最大化する

山口 拓朗／著 日本実業出版社 G779.9/ｼ/ 志村流遊び術　　（マガジンハウス文庫） 志村 けん／著 マガジンハウス

349.3/ﾐ/ はじめての自治体会計0からBOOK 宮澤 正泰／著 学陽書房 G788.3/ｶ/ ボクシング日和　　（ハルキ文庫） 角田 光代／著 角川春樹事務所

361.4/ｲ/ イラスト図解デマの心理学　怖い群集心理のメカニズム 齊藤 勇／監修 宝島社 G910.2/ﾋ/ 東野圭吾公式ガイド　　（講談社文庫）
東野圭吾作家生活35周年
実行委員会／編

講談社

369.3/ｲ/
一家に一冊！防災アイデア手帖
もしものときから日常のそなえまで
ウィルスなど感染症、地震、台風、ネット犯罪…

世界文化社 GF/ｱ/ 夜警　　（双葉文庫） 赤川 次郎／著 双葉社

461/ｲ/ 生き物が大人になるまで　「成長」をめぐる生物学 稲垣 栄洋／著 大和書房 GF/ｵ/4 かっぽれ　寄席品川清洲亭 　４　（集英社文庫 歴史時代） 奥山 景布子／著 集英社

481.7/ｲ/2 生き物の死にざま　はかない命の物語 稲垣 栄洋／著 草思社 GF/ｺ/50 悲恋歌　風烈廻り与力・青柳剣一郎　50　（祥伝社文庫 ） 小杉 健治／著 祥伝社

493.7/ﾆ/
認知症介護の悩み引き出し52
「家族の会」の“つどい”は知恵の宝庫

認知症の人と家族の会／編 クリエイツかもがわ GF/ｻ/ 砂上　　（角川文庫） 桜木 紫乃／著 KADOKAWA

498.3/ﾀ/2 生涯健康脳　Part2　実践編！ 瀧 靖之／著 ソレイユ出版 GF/ｻ/ 身分帳　　（講談社文庫） 佐木 隆三／著 講談社

547.4/ｽﾞ/ Zoom120%活用術　ビデオ会議アプリの新定番！ Zoomビジネス研究会／著 宝島社 GF/ｼ/8 子育て飴　江戸菓子舗照月堂  8　（ハルキ文庫 時代小説文庫） 篠 綾子／著 角川春樹事務所

595.6/ﾄ/ やせ筋トレ姿勢リセット とがわ 愛／著 KADOKAWA GF/ｼ/ 大義の末　　（角川文庫） 城山 三郎／著 KADOKAWA

596/ｶ/ 手づくり健康酢バイブル 金丸 絵里加／著 主婦の友社 GF/ﾀ/ 水壁　アテルイを継ぐ男　（講談社文庫） 高橋 克彦／著 講談社

596/ﾄ/ ビールめし　手っ取り早くウマい酒が飲みたい！！ とっくん／著 KADOKAWA GF/ｼ/12 神様の子守はじめました。　12　　（コスミック文庫α） 霜月 りつ／著 コスミック出版

596/ﾐ/
みんなが選んだミニCookベストレシピ
スーパーで買えて簡単に作れる！

ワニブックス GF/ﾁ/13 訣別の旗幟　おれは一万石 13　（双葉文庫） 千野 隆司／著 双葉社

596.6/ｶ/
キウイのスイーツレシピ
こんなの初めて！一冊まるごとキウイレシピ48

加藤 里名／著 マイナビ出版 GF/ﾄﾞ/7 血烙　刑事・鳴沢了 7　（中公文庫） 堂場 瞬一／著 中央公論新社

産業 626.9/ｼ/
おいしい野菜100種のじょうずな育て方
自分でつくるから無農薬で安心、安全！

武川 政江／指導 主婦の友社 GF/ﾄ/5 狙われた横丁　鶴亀横丁の風来坊　5　（講談社文庫） 鳥羽 亮／著 講談社

780.6/ｴ/ 幻のオリンピック　戦争とアスリートの知られざる闘い NHKスペシャル取材班／著 小学館 GF/ﾊ/1 群狼の機動艦隊　上　　（コスミック文庫） 原 俊雄／著 コスミック出版

796/ﾊ/ 羽生善治の脳トレ一手詰　羽生九段出題詰将棋54問 羽生 善治／問題作成 小学館クリエイティブ GF/ﾊ/2 群狼の機動艦隊　下　　（コスミック文庫） 原 俊雄／著 コスミック出版

言語 809.6/ﾎ/ オンライン会議の教科書 堀 公俊／著 朝日新聞出版 GF/ﾊﾞ/24 昏き道行き　大富豪同心　24　（双葉文庫） 幡 大介／著 双葉社

F/ｱ/ 凪に溺れる 青羽 悠／著 PHP研究所 GF/ﾌ/6 首一つ　江戸の御庭番　（角川文庫） 藤井 邦夫／著 KADOKAWA

F/ｱ/3 三世代探偵団　3　生命の旗がはためくとき 赤川 次郎／著 KADOKAWA GF/ﾓ/ 焼け跡のハイヒール　　（祥伝社文庫） 盛田 隆二／著 祥伝社

F/ｱ/ ヴァルキリー 安生 正／著 徳間書店 G918.6/ﾜ/ 森の文学館　緑の記憶の物語　（ちくま文庫） 和田 博文／編 筑摩書房

F/ｳ/ 陽眠る 上田 秀人／著 角川春樹事務所

F/ｷ/8 チンギス紀　8　杳冥 北方 謙三／著 集英社 366.2/ﾅ/Z AIエンジニアになるには　　 丸山 恵／著 ぺりかん社

F/ｻ/ 図書館の子 佐々木 譲／著 光文社 366.2/ﾅ/Z 特別支援学校教諭になるには　　 松矢 勝宏／編著 ぺりかん社

F/ｻ/3 希望の峰マカルー西壁 笹本 稜平／著 祥伝社 367.6/ﾉ/Z この世界を知るための大事な質問　写真とデータが語るものがたり 野澤 亘伸／著 宝島社

F/ﾃ/ やわらかい砂のうえ 寺地 はるな／著 祥伝社 371.4/ｾﾞ/2-Z 学校に行きたくない君へ　続　大先輩たちが語る生き方のヒント。 全国不登校新聞社／編 ポプラ社

F/ﾅ/ 毒島刑事最後の事件 中山 七里／著 幻冬舎
自然
科学

407/ｲ/Z 魔法の科学実験図鑑　理系脳がぐんぐん育つ！ 市岡 元気／著 宝島社

F/ﾊ/19 いちねんかん　　 畠中 恵／著 新潮社 文学 F/ﾔ/Z 俺の残機を投下します 山田 悠介／著 河出書房新社
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