
八幡西図書館一般室新着リスト　6月第１、２、３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 019.9/ｱ/ あの人の読書案内。　&Books　 マガジンハウス 726.1/ﾔ/ ヤマザキマリ対談集 ヤマザキ マリ／ほか著 集英社

146.8/ﾀ/ 雨でも晴れでも「繊細さん」 武田 友紀／著 幻冬舎 728.2/ｼ/ これでおしまい 篠田 桃紅／著 講談社

159.7/ｼ/ はじめて世に出る青年へ 渋沢 栄一／著 徳間書店 778/ｶ/ 映画のメリーゴーラウンド 川本 三郎／著 文藝春秋

175.9/ﾁ/ 御朱印でめぐる四国の神社　　集めるごとに運気アップ！ 『地球の歩き方』編集室／著 地球の歩き方 778.2/ｷ/ 岸惠子自伝　　卵を割らなければ、オムレツは食べられない　 岸 惠子／著 岩波書店

210.4/ｴ/ 博多周縁の中世山林寺院 首羅山遺跡 江上 智恵／著 新泉社 783.7/ﾜ/21 わかりやすいソフトボールのルール　2021 木田 京子／監修 成美堂出版

210.4/ﾅ/ 元軍船の発見 鷹島海底遺跡 中田 敦之／著 新泉社 901.3/ｳ/ 生き残る作家、生き残れない作家　冲方塾・創作講座 冲方 丁／著 早川書房

210.7/ｺ/
太平洋戦争秘史戦士たちの遺言
大正生まれの若者が令和に生きる若者に遺した言葉

神立 尚紀／著 講談社ビーシー 913.3/ﾑ/ げんじものがたり 紫式部／著 講談社

281/ｲ/ 偉人たちの人生図鑑　　教養としての日本史 山崎 圭一／監修 宝島社 914.6/ﾊ/ 夜明けのM 林 真理子／著 文藝春秋

291/ﾌ/ 百名山以外の名山50 深田 久弥／著 河出書房新社 914.6/ﾊ/ 人間であることをやめるな 半藤 一利／著 講談社

291.1/ｲ/ 北海道の山 伊藤 健次／著 山と溪谷社 914.6/ﾏ/ おじさんはどう生きるか 松任谷 正隆／著 中央公論新社

291.5/ﾙ/22 るるぶ軽井沢　'22 JTBパブリッシング 916/ｽ/ 3人で親になってみた　　ママとパパ、ときどきゴンちゃん　 杉山 文野／著 毎日新聞出版

291.8/ﾙ/22 るるぶ愛媛　'22　　道後温泉松山しまなみ海道 JTBパブリッシング 917/ｾ/ 愛に始まり、愛に終わる　　瀬戸内寂聴108の言葉 瀬戸内 寂聴／著 宝島社

291.9/ﾙ/21 るるぶ福岡　'21 　　博多天神 JTBパブリッシング F/ｲ/ スモールワールズ 一穂 ミチ／著 講談社

366.1/ｺ/21-22 これ一冊でぜんぶわかる！労働基準法　2021ー2022年版 今井 慎／監修 ナツメ社 F/ｲ/ 百合中毒 井上 荒野／著 集英社

369.3/ﾐ/
おしゃれ防災アイデア帖
日々の暮らしに馴染み、“もしも”の時は家族を守る70の備え

Misa／著 山と溪谷社 F/ｲ/ 覇王の神殿（ごうどの）　　日本を造った男・蘇我馬子 伊東 潤／著 潮出版社

374.9/ﾑ/ 新型コロナウイルスに対する学校の感染対策 武藤 義和／著 丸善出版 F/ｵ/ 片をつける 越智 月子／著 ポプラ社

378/ﾊ/
発達障害の子どもの実行機能を伸ばす本
自立に向けて今できること

高山 恵子／監修 講談社 F/ｶ/ この場所であなたの名前を呼んだ 加藤 千恵／著 講談社

407/ﾔ/ 「役に立たない」研究の未来 初田 哲男／著 柏書房 F/ｸ/ MR　　Medical Representative　 久坂部 羊／著 幻冬舎

492.7/ﾋ/ ゆがみを整える背骨コンディショニング　　自宅で簡単にできる！ 日野 秀彦／著 日本文芸社 F/ｼ/ スイッチ　　悪意の実験 潮谷 験／著 講談社

493.1/ﾌ/ 症状から理解する薬のはたらきとつかいかた　　介護職必携 藤澤 節子／著 中央法規出版 F/ｼ/ ブックキーパー脳男 首藤 瓜於／著 講談社

547.4/ﾘ/
LINE&Instagram & Facebook & Twitter
便利技BESTセレクション

リンクアップ／著 技術評論社 F/ｼ/16 グッバイ・イエロー・ブリック・ロード 東京バンドワゴン　１６ 小路 幸也／著 集英社

595.4/ﾜ/ 今日がちょっと特別な日になるヘアアレンジのルール 渡邊 義明／著 ナツメ社 F/ｼ/ なごり雪 新堂 冬樹／著 KADOKAWA

596/ﾉ/ 農林水産省職員直伝「食材」のトリセツ マガジンハウス F/ﾀ/ 破天荒 高杉 良／著 新潮社

596.3/ﾇ/
野菜まるごと冷凍レシピ
ラクちん、おいしい!野菜の冷凍保存はこれでOK

沼津 りえ／著 主婦の友社 F/ﾀ/ ぐるり 高橋 久美子／著 筑摩書房

596.3/ﾎ/ ホクトの1番おいしいきのこレシピ ホクト（株）／監修 池田書店 F/ﾅ/ カード師 中村 文則／著 朝日新聞出版

596.4/ﾒ/ メスティンキャンプめし 　絶対うまいアウトドアごはん80 岡野 永佑／料理 コスミック出版 F/ﾅ/ 臨床の砦 夏川 草介／著 小学館

645.6/ｶ/13 柴犬さんのツボ　なんとかなるさ！ 影山 直美／絵と文 辰巳出版 F/ﾆ/ 十津川警部四国土讃線を旅する女と男 西村 京太郎／著 小学館

645.6/ﾏ/6 犬と猫どっちも飼ってると毎日たのしい　6 松本 ひで吉／著 講談社 F/ﾆ/ 石北本線殺人の記憶　 十津川警部シリーズ 西村 京太郎／著 文藝春秋

726.1/ﾏ/ 沢村さん家（ち）の久しぶりの旅行 益田 ミリ／著 文藝春秋 F/ﾆ/ 十津川警部愛憎の行方　　トラベル・ミステリー傑作集 西村 京太郎／著 徳間書店

726.1/ﾏ/ 沢村さん家（ち）のそろそろごはんですヨ 益田 ミリ／著 文藝春秋 F/ﾊ/ 小説8050 林 真理子／著 新潮社

726.1/ﾏ/ 沢村さん家（ち）のたのしいおしゃべり 益田 ミリ／著 文藝春秋 F/ﾖ/5 荒海の槍騎兵　5 奮迅の鹵獲戦艦 横山 信義／著 中央公論新社
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