
八幡西図書館一般室新着リスト　3月第1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

007.1/ﾔ/ トコトンやさしい量子コンピュータの本　　 山崎 耕造／著 日刊工業新聞社 F/ｱ/2 ひとり旅日和　2　縁結び！ 秋川 滝美／著 KADOKAWA

015/ﾌ/ 図書館活用術　検索の基本は図書館に      新訂第4版 藤田 節子／著 日外アソシエーツ F/ｳ/ かか 宇佐見 りん／著 河出書房新社

021.2/ﾜ/ そこが知りたい著作権Q&A100
CRIC著作権相談室から      第2版

早稲田 祐美子／著 著作権情報センター F/ｻ/ 花は散っても 坂井 希久子／著 中央公論新社

112/ﾋ/ 百田尚樹の新・相対性理論　人生を変える時間論 百田 尚樹／著 新潮社 F/ﾂ/ 十年後の恋 辻 仁成／著 集英社

148.8/ﾎ/ 星ひとみの天星術 星 ひとみ／著 幻冬舎 F/ﾆ/ 近鉄特急殺人事件 西村 京太郎／著 新潮社

175.9/ﾁ/ 御朱印でめぐる福岡の神社　集めるごとに運気アップ！　 『地球の歩き方』編集室／著 ダイヤモンド・ビッグ社 F/ﾆ/ 食王 楡 周平／著 祥伝社

180/ﾏ/ だれでもわかるゆる仏教入門 松崎 智海／著 ナツメ社 F/ﾊ/ 四神の旗 馳 星周／著 中央公論新社

281/ｼ/ 渋沢栄一と同時代を生きたキーパーソン100
幕末・維新・明治の偉人たち

「渋沢栄一と同時代を生きた
キーパーソン100」製作委員会／著

東京ニュース通信社 F/ﾌ/ じい散歩 藤野 千夜／著 双葉社

291.2/ｱ/22 秋田　'22　東北　角館・乳頭温泉郷 昭文社 914.6/ｵ/ 日曜日は青い蜥蜴 恩田 陸／著 筑摩書房

291.2/ｾ/22 仙台・松島 宮城　'22　 昭文社 G367.7/ｳ/ 在宅ひとり死のススメ　（文春新書） 上野 千鶴子／著 文藝春秋

291.3/ｸﾞ/22 群馬　'22　草津 伊香保・みなかみ 昭文社 G369.3/ﾊﾟ/ 津波の霊たち　3・11死と生の物語　（ハヤカワ文庫 NF） リチャード・ロイド・
パリー／著

早川書房

291.3/ﾖ/22 横浜　'22　中華街・みなとみらい 昭文社 GF/ｲ/9 江戸橋慕情　研ぎ師人情始末　（光文社文庫） 稲葉 稔／著 光文社

291.5/ｲ/22 伊豆　'22　 昭文社 GF/ｵ/ モモコとうさぎ　（角川文庫） 大島 真寿美／著 KADOKAWA

291.6/ｷ/22 京都　'22　 昭文社 GF/ｺ/25 口封じ　栄次郎江戸暦　２５　（二見時代小説文庫） 小杉 健治／著 二見書房

291.6/ﾙ/22 るるぶ京都　'22　 JTBパブリッシング GF/ｻ/ QJKJQ　（講談社文庫） 佐藤 究／著 講談社

291.6/ﾙ/22 るるぶ奈良　'22　 JTBパブリッシング GF/ﾄ/1 剣鬼斬り　新・流想十郎蝴蝶剣　１　（角川文庫） 鳥羽 亮／著 KADOKAWA

291.7/ﾙ/22 るるぶ岡山倉敷蒜山　'22　 JTBパブリッシング GF/ﾆ/ 殺意の設計　改版　（角川文庫） 西村 京太郎／著 KADOKAWA

291.9/ｷ/22 九州　'22　 昭文社 GF/ﾉ/3 友の友は友だ　めおと相談屋奮闘記 　３　（集英社文庫） 野口 卓／著 集英社

291.9/ﾁ/ 宝満・三郡山系徹底踏査！　私だけの「秘境」と「楽園」を探して チーム・N／編 海鳥社 GF/ﾌ/7 裏切り　江戸の御庭番　７　（角川文庫 ） 藤井 邦夫／著 KADOKAWA

302.1/ｲ/ 池上彰の今さら聞けない日本のこと　よくわかる図解入り 池上 彰／著 海竜社 GF/ﾐ/8 死相学探偵最後の事件　（角川ホラー文庫 [死相学探偵]） 三津田 信三／著 KADOKAWA

304/ﾌﾞ/ 何とかならない時代の幸福論 ブレイディみかこ／著 朝日新聞出版 GF/ﾐ/ ブロードキャスト　（角川文庫） 湊 かなえ／著 KADOKAWA

329.3/ｲ/ ガザ、西岸地区、アンマン
「国境なき医師団」を見に行く

いとう せいこう／著 講談社 GF/ﾕ/ 歪んだ名画　美術ミステリーアンソロジー　（朝日文庫） 赤江 瀑／著 朝日新聞出版

336.8/ﾁ/ 知識ゼロから読めるようになる！決算書「超」入門 大下 航／監修 ナツメ社 G914.6/ﾖ/ 泣きたくなるような青空　（集英社文庫） 吉田 修一／著 集英社

366.1/ｲ/ 職場六法　働く人を守る！ 岩出 誠／著 講談社 G933.7/ﾊ/ ニューヨーク・スケッチブック　（河出文庫） P.ハミル／著 河出書房新社

509.2/ｵ/ そこに工場があるかぎり 小川 洋子／著 集英社

548.2/ﾂ/ トコトンやさしいウェアラブルの本
キーテクノロジーと活用分野がわかる！

塚本 昌彦／著 日刊工業新聞社 366.2/ﾅ/Z 青年海外協力隊員になるには　　 益田 美樹／著 ぺりかん社

588.6/ｷﾞ/ マスタードの歴史　　 デメット・ギュゼイ／著 原書房 371.4/ｱ/Z 学校、行かなきゃいけないの?　　これからの不登校ガイド 雨宮 処凛／著 河出書房新社

590/ｸ/31 暮らしのおへそ　Vol.31 主婦と生活社 498.5/ｻ/Z 最強に面白い！！食と栄養　　 ニュートンプレス

594.3/ｺ/ コンパクトにたためるかぎ針編みのエコバッグ アップルミンツ 498/ｺ/Z こども衛生学 宮崎 美砂子／監修 新星出版社

596/ﾘ/ リュウジ式悪魔のレシピ　ひと口で人間をダメにするウマさ！ リュウジ／著 ライツ社 芸術 702/ｲ/Z なんで洞窟に壁画を描いたの?　美術のはじまりを探る旅　 五十嵐 ジャンヌ／著 新泉社

産業 614.3/ﾅ/ 希望の一滴　中村哲、アフガン最期の言葉 中村 哲／著 西日本新聞社 文学 F/ｴ/Z 5分後に残酷さに震えるラスト　 エブリスタ／編 河出書房新社

言語 801.7/ﾐ/ 出版翻訳家なんてなるんじゃなかった日記
こうして私は職業的な「死」を迎えた

宮崎 伸治／著 三五館シンシャ 新書
文庫

GF/ｱ/9-Z 神様の御用人　9　（メディアワークス文庫） 浅葉 なつ／著 KADOKAWA
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