
八幡西図書館一般室新着リスト　11月第2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

289.1/ﾃ/ 闇の盾　政界・警察・芸能界の守り神と呼ばれた男 寺尾 文孝／著 講談社 G297.8/ｶ/ 極夜行　　（文春文庫） 角幡 唯介／著 文藝春秋

291/ﾙ/ るるぶもふ旅　かわいい動物に会いにいく JTBパブリッシング GF/ｲ/2 殿様商売　暴れ旗本天下御免　　（徳間時代小説文庫） 井川 香四郎／著 徳間書店

369.2/ﾆ/ 悔いなし介護 新田 恵利／著 主婦の友社 GF/ｳ/ 剣樹抄　　（文春文庫） 冲方 丁／著 文藝春秋

385.9/ｽ/2 もっと！「育ちがいい人」だけが知っていること 諏内 えみ／著 ダイヤモンド社 GF/ｷ/ 真夜中のメンター　死を忘れるなかれ　（実業之日本社文庫） 北川 恵海／著 実業之日本社

648.1/ﾊ/ ヨーグルトの歴史　　　（「食」の図書館） ジューン・ハーシュ／著 原書房 GF/ｺ/ 誰そ彼の殺人　（幻冬舎文庫） 小松 亜由美／著 幻冬舎

673.8/ﾄ/ イオンを創った男　「人間」岡田卓也と『十章』を読む 東海 友和／著 プレジデント社 GF/ｼ/ こちら横浜市港湾局みなと振興課です　（文春文庫） 真保 裕一／著 文藝春秋

699.3/ｵ/ たたかわない生き方 大下 容子／著 CCCメディアハウス GF/ﾂ/ ディス・イズ・ザ・デイ　　（朝日文庫） 津村 記久子／著 朝日新聞出版

726.1/ﾍﾟ/ みんなのスヌーピー　　ピーナッツの魅力を再発見！ ペン編集部／編 CCCメディアハウス GF/ﾅ/ ダンデライオン　　（小学館文庫） 中田 永一／著 小学館

767.8/ｲ/ 本日の日本 石井 竜也／著 ぴあ GF/ﾆ/ 妻の罪状　　（実業之日本社文庫） 新津 きよみ／著 実業之日本社

767.8/ｸ/ ポップス歌手の耐えられない軽さ 桑田 佳祐／著 文藝春秋 GF/ﾈ/ 猫はわかっている　　（文春文庫） 村山 由佳／著 文藝春秋

F/ｱ/ 舞風のごとく あさの あつこ／著 文藝春秋 GF/ﾊ/ 神さまを待っている　　（文春文庫） 畑野 智美／著 文藝春秋

F/ｲ/ ペッパーズ・ゴースト 伊坂 幸太郎／著 朝日新聞出版 GF/ﾊ/ ５時過ぎランチ　　（実業之日本社文庫） 羽田 圭介／著 実業之日本社

F/ｷ/ 砂に埋もれる犬 桐野 夏生／著 朝日新聞出版 GF/ﾊ/7 最強同心剣之介　７　紅蓮の吹雪　（コスミック・時代文庫） 早見 俊／著 コスミック出版

F/ｻ/ 輝山 澤田 瞳子／著 徳間書店 GF/ﾎ/ 月の落とし子　　（ハヤカワ文庫 ＪＡ） 穂波 了／著 早川書房

F/ｼ/2 倒産続きの彼女 新川 帆立／著 宝島社 GF/ﾖ/8 初夏の訪問者　紅雲町珈琲屋こよみ　８　（文春文庫） 吉永 南央／著 文藝春秋

F/ﾀ/ あかずの扉の鍵貸します 谷 瑞恵／著 集英社 GF/ﾜ/2 花人始末　２　菊香の夢　　（幻冬舎時代小説文庫） 和田 はつ子／著 幻冬舎

F/ﾂ/ トリカゴ 辻堂 ゆめ／著 東京創元社

F/ﾄ/ ７．５グラムの奇跡 砥上 裕將／著 講談社 159.4/ｺ/Z
自分のミライの見つけ方
いつか働くきみに伝えたい『やりたいこと探し』より大切なこと

児美川 孝一郎／著 旬報社

F/ﾌ/ 北緯４３度のコールドケース 伏尾 美紀／著 講談社 159.7/ｼﾞ/Z 13歳からの億万長者入門　１万円を１億円にする「お金の教科書」
ジェームス・マッケナ
／著

ダイヤモンド社

F/ﾐ/ Ｎ 道尾 秀介／著 集英社
自然
科学

410.7/ｻ/Z 最強に面白い！！数学パズル　　　 ニュートンプレス

F/ﾓ/ 歌の終わりは海　　　 森 博嗣／著 講談社 技術 595/ﾕ/Z
最近自分の見た目が好きすぎるかも。になれる本
ゆうこすビューティー

ゆうこす／著 KADOKAWA

F/ﾕ/ ミカエルの鼓動 柚月 裕子／著 文藝春秋 言語 814/ｶﾞ/Z １５歳までに知っておきたい言葉１８００ 早稲田スクール／監修 学研プラス

F/ﾖ/ 罪の因果性 横関 大／著 KADOKAWA F/ｻ/Z
３分間ミステリー
かくされた意味に気がつけるか？　真実はそこにある

粟生 こずえ／著 ポプラ社

F/ﾖ/ オリンピックにふれる 吉田 修一／著 講談社 F/ｻ/Z
３分間ミステリー
かくされた意味に気がつけるか？　真実はそこにある

黒 史郎／著 ポプラ社

914.6/ｲ/ 歴史というもの 井上 靖／著 中央公論新社 F/ｻ/Z
３分間ミステリー
かくされた意味に気がつけるか？　謎からの挑戦状

黒 史郎／著 ポプラ社

914.6/ｺ/ 今夜もそっとおやすみなさい 小手鞠 るい／著 出版芸術社 F/ｻ/Z
３分間ミステリー
かくされた意味に気がつけるか？　真実を知るのは誰?

緑川 聖司／著 ポプラ社

916/ｺ/ 工学部ヒラノ教授のウィーン独り暮らしの報酬 今野 浩／著 青土社 F/ｻ/Z
３分間ミステリー
かくされた意味に気がつけるか？　闇の中の真実

高木 敦史／著 ポプラ社

916/ｺ/ 工学部ヒラノ教授の傘寿でも徘徊老人日記 今野 浩／著 青土社
新書
文庫

GF/ｶ/26-Z
ソードアート・オンライン　２６　ユナイタル・リング　５
　（電撃文庫）

川原 礫／著 KADOKAWA

新書
文庫

G210/ｲ/24 逆説の日本史　24　　明治躍進編　（小学館文庫） 井沢 元彦／著 小学館
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