
八幡西図書館一般室新着リスト　5月第４、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

総記 070.1/ｼ/ 伝える技術はこうみがけ！  読売KODOMO新聞・読売中高生新聞の現場から 新庄 秀規／著 中央公論新社 F/ﾆ/ 十津川警部、廃線に立つ 西村 京太郎／著 KADOKAWA

146.8/ﾀ/ 繊細さんが「自分のまま」で生きる本  繊細さは幸せへのコンパス　 武田 友紀／著 清流出版 F/ﾊ/ キネマの神様　　ディレクターズ・カット 原田 マハ／著 文藝春秋

146.8/ﾀ/ 「繊細さん」の知恵袋  仕事、人間関係の悩みがスーッと軽くなる！ 武田 友紀／著 マガジンハウス F/ﾋ/ 新謎解きはディナーのあとで 東川 篤哉／著 小学館

210.6/ｷ/ 明治維新の意味　（新潮選書） 北岡 伸一／著 新潮社 F/ﾐ/ ドキュメント 湊 かなえ／著 KADOKAWA

291/ﾃ/ 鉄印帳でめぐる全国の魅力的な鉄道40　鉄印帳公認 地球の歩き方 F/ﾔ/2 湯どうふ牡丹雪　　長兵衛天眼帳 山本 一力／著 KADOKAWA

291/ﾎ/ おりたたみ自転車はじめました 星井 さえこ／著 KADOKAWA 914.6/ｲ/10 大人の流儀　10　　ひとりをたのしむ 伊集院 静／著 講談社

291.9/ｶ/ 感動必至！九州絶景ドライブ　 ぴあ株式会社関西支社 914.6/ｶ/6 さよなら、ながいくん。　東京日記 川上 弘美／著 平凡社

291.9/ｷ/32 季刊のぼろ　Vol.32（2021春）  九州・山口版　双耳峰の女神由布岳に恋して。 西日本新聞社 914.6/ﾑ/ 命とられるわけじゃない 村山 由佳／著 ホーム社

291.9/ﾔ/ 九州の山　 山と溪谷社／編 山と溪谷社 914.6/ﾑ/ 小福ときどき災難 群 ようこ／著 集英社

325.2/ﾅ/ 知りたいことがすぐわかる図解会社法のしくみ  最新2版  令和元年改正法対応 中島 成／著 日本実業出版社 916/ｶ/ 生きる力　　引き算の縁と足し算の縁 笠井 信輔／著 KADOKAWA

364.4/ｲ/21-24 世界一わかりやすい介護保険のきほんとしくみ　2021-2024年度版 イノウ／編著 ソシム 918.6/ｻ/ 佐野洋子とっておき作品集 佐野 洋子／著 筑摩書房

379.7/ｽ/ 夢を叶えるための勉強法 鈴木 光／著 KADOKAWA 933.7/ｷ/1 アウトサイダー　上 スティーヴン・キング／著 文藝春秋

自然
科学

498.5/ｱ/ あたらしい栄養学  正しい知識で健康をつくる　 吉田 企世子／監修 高橋書店 933.7/ｷ/2 アウトサイダー　下 スティーヴン・キング／著 文藝春秋

510/ﾐ/ トコトンやさしい土木技術の本　 溝渕 利明／著 日刊工業新聞社 G367.4/ﾙ/ ルポ婚難の時代　悩む親、母になりたい娘、夢見るシニア　（光文社新書） 筋野 茜／著 光文社

590/ﾖ/
もっとラクに生きる！暮らしの整理術100
住まいから、時間・お金・心をシンプル化

吉川 永里子／著 エクスナレッジ G779.9/ﾔ/ 生き抜く力　（祥伝社新書） 山田 邦子／著 祥伝社

594.6/ﾌ/ 洋風でかわいいつまみ細工  ときめくデザインの小物とアクセサリー　 藤川 しおり／著 マイナビ出版 GF/ｱ/7 茨の墓標　　警視庁文書捜査官　（角川文庫 ） 麻見 和史／著 KADOKAWA

596/ｷﾞ/ 業務田スー子のヒルナンデス！冷凍食品ずるうまレシピ 業務田 スー子／著 ワニブックス GF/ｲ/5 武士の流儀　5　（文春文庫） 稲葉 稔／著 文藝春秋

596/ﾀ/ 志麻さんのベストおかず　プレミアムなほぼ100円おかず編 タサン志麻／著 扶桑社 GF/ｲ/ いのちを守る　医療時代小説傑作選（角川文庫） 宇江佐 真理／著 KADOKAWA

産業 673.9/ﾜ/ 図解不動産のしくみと新常識  知りたいことがよくわかる！ 脇保 雄麻／著 ナツメ社 GF/ｹ/ 刑事という生き方　警察小説アンソロジー　（朝日文庫） 米澤 穂信／著 朝日新聞出版

754.9/ﾌ/ 鶴のおりがみ  伝承の折り鶴・連鶴からちょっと難しいユニットおりがみまで　 布施 知子／著 誠文堂新光社 GF/ｻ/1 初詣で　照降町四季 （文春文庫 ） 佐伯 泰英／著 文藝春秋

767.8/ｻ/ 緊急事態宣言の夜に  ボクたちの新型コロナ戦記2020 さだ まさし／著 幻冬舎 GF/ｻ/10 さらさら鰹茶漬け　（ハルキ文庫 時代小説文庫） 坂井 希久子／著 角川春樹事務所

780/ｾ/ スポーツ観戦を楽しむ本  図解でわかりやすい！ 成美堂出版編集部／編 成美堂出版 GF/ｻ/7 再興への道　身代わり若殿葉月定光  ７（角川文庫 ） 佐々木 裕一／著 KADOKAWA

781.9/ｷ/ おそとで楽しむ遊びのワンダーランド  ベスト42 木村 研／著 いかだ社 GF/ﾀ/8 はなの味ごよみ　８　涙の雪見汁　（角川文庫） 高田 在子／著 KADOKAWA

782.3/ﾊ/ 私が欲しかったもの 原 裕美子／著 双葉社 GF/ﾃ/2 スギハラ・サバイバル　（小学館文庫） 手嶋 龍一／著 小学館

783.5/ﾓ/ 自分を変える力 桃田 賢斗／著 竹書房 GF/ﾇ/ 神のふたつの貌　（文春文庫） 貫井 徳郎／著 文藝春秋

796/ｱ/
阿川佐和子のこの棋士に会いたい
 将棋の天才たちの本音に迫る抱腹絶倒11のトーク。

阿川 佐和子／著 文藝春秋 GF/ﾊ/16 本所おけら長屋　16　（PHP文芸文庫） 畠山 健二／著 PHP研究所

796.9/ﾊﾟ/3 チェス戦略大全　3   両翼の攻防 ルディック・パッハマン／著 評言社 GF/ﾊ/1 影ぞ恋しき　上　（文春文庫） 葉室 麟／著 文藝春秋

言語 829.4/ｲ/ インドネシア語　 JTBパブリッシング GF/ﾊ/2 影ぞ恋しき　下　（文春文庫） 葉室 麟／著 文藝春秋

910.2/ｲ/ 名場面で味わう日本文学60選 平野 啓一郎／著 徳間書店 GF/ﾋ/2 魔力の胎動　（角川文庫） 東野 圭吾／著 KADOKAWA

910.2/ｵ/ 恩田陸 白の劇場　 河出書房新社 GF/ﾋ/ 彼女は頭が悪いから　（文春文庫） 姫野 カオルコ／著 文藝春秋

911.5/ﾜ/ 未（イマ）来タル   詩の礫十年記 和合 亮一／著 徳間書店 GF/ﾌ/8 幕臣の監察　本丸目付部屋　８　（二見時代小説文庫 ） 藤木 桂／著 二見書房

F/ｱ/ 六人の嘘つきな大学生 浅倉 秋成／著 KADOKAWA GF/ﾏ/ 夜空に泳ぐチョコレートグラミー　（新潮文庫） 町田 そのこ／著 新潮社

F/ｱ/ 小布施・地獄谷殺人事件 梓 林太郎／著 光文社 GF/ﾐ/ 流転の海読本　（新潮文庫） 堀井 憲一郎／著 新潮社

F/ｲ/ 9月9日9時9分 一木 けい／著 小学館 GF/ﾐ/9 野の春　　流転の海　（新潮文庫 ） 宮本 輝／著 新潮社

F/ｶ/ 本日も晴天なり　　鉄砲同心つつじ暦 梶 よう子／著 集英社 GF/ﾑ/ 地球星人　（新潮文庫） 村田 沙耶香／著 新潮社

F/ｷ/10 チンギス紀　10　　星芒 北方 謙三／著 集英社 GF/ﾖ/ 冬の道　吉村昭自選中期短篇集　（中公文庫） 吉村 昭／著 中央公論新社

F/ｷ/3 天の川の舟乗り　名探偵音野順の事件簿 北山 猛邦／著 東京創元社 G914.6/ｺ/ ていだん　（中公文庫） 小林 聡美／著 中央公論新社

F/ｸ/ ははのれんあい 窪 美澄／著 KADOKAWA G953.7/ﾙ/ 傷だらけのカミーユ　（文春文庫） ピエール・ルメートル／著 文藝春秋

F/ｺ/ Day to Day　 講談社／編 講談社

F/ｻ/ 俺と師匠とブルーボーイとストリッパー 桜木 紫乃／著 KADOKAWA 哲学 159/ｽ/Z 魚たちからの応援（エール）図鑑　幼魚の癒しでちょっと幸せに♥ 鈴木 香里武／著・写真 主婦の友社

F/ｼ/ 日華ミステリーアンソロジー 島田 荘司／選 講談社 F/ｺ/Z Story For you　 講談社／編 講談社

F/ｼ/ 168時間の奇跡 新堂 冬樹／著 中央公論新社 F/ﾌ/Z スマホに届いた怖い話　 藤白 圭／著 河出書房新社

F/ﾀ/22 QED源氏の神霊　 高田 崇史／著 講談社 G070/ｼ/Z はじめてのニュース・リテラシー　（ちくまプリマー新書） 白戸 圭一／著 筑摩書房

F/ﾃ/ ほたるいしマジカルランド 寺地 はるな／著 ポプラ社 GF/ｻ/2-Z メイジアン・カンパニー　2　魔法科高校の劣等生 続　（電撃文庫） 佐島 勤／著 KADOKAWA

F/ﾄﾞ/ 刑事の枷 堂場 瞬一／著 KADOKAWA GF/ﾊ/6-Z 狼と羊皮紙　6　新説狼と香辛料　（電撃文庫） 支倉 凍砂／著 KADOKAWA

F/ﾅ/ ムーンライト・イン 中島 京子／著 KADOKAWA GF/ﾌ/16-Z 俺の妹がこんなに可愛いわけがない　16　黒猫ｉｆ　下（電撃文庫） 伏見 つかさ／著 KADOKAWA

F/ﾅ/ アンダードッグス 長浦 京／著 KADOKAWA
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