
八幡西図書館一般室新着リスト　9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

222/ﾋ/ 禁断の中国史 百田 尚樹／著 飛鳥新社 G210.5/ｶ/ 江戸500藩全解剖　（朝日新書） 河合 敦／著 朝日新聞出版

289.1/ｲ/
熔ける再び
そして会社も失った

井川 意高／著 幻冬舎 G289.1/ｱ/21
まず、自分を整える
毎日、ふと思う 帆帆子の日記 21

浅見 帆帆子／著 幻冬舎

302.5/ﾅ/ 現代ホンジュラスを知るための55章 中原 篤史／編著 明石書店 G289.1/ｴ/ 永六輔大遺言
さだ まさし／著
永 拓実／著

小学館

319.5/ﾋ/
破れたアメリカの「核の傘」
日米安保はどうなる

日高 義樹／著 かや書房 GF/ｲ/ リセット　（幻冬舎文庫） 五十嵐 貴久／著 幻冬舎

336.9/
ｼ/22-23

はじめてでもわかる簿記と経理の仕事　'22ー'23年版 渋田 貴正／著 成美堂出版 GF/ｲ/ 家康がゆく　（PHP文芸文庫 歴史小説傑作選） 宮本 昌孝／著 PHP研究所

336/ｵ/
今日から使える企業のSNS危機管理マニュアル
炎上しても大丈夫！

小木曽 健／著 晶文社 GF/ｲ/9 神隠し　隠密船頭　9　（光文社文庫 光文社時代小説文庫） 稲葉 稔／著 光文社

367.3/ｵ/
よけいなひと言をわかりあえるセリフに変える
親子のための言いかえ図鑑

大野 萌子／著 サンマーク出版 GF/ｳ/1 戦端　武商繚乱記　1　（講談社文庫） 上田 秀人／著 講談社

369.2/ﾐ/
わたし生活保護を受けられますか
全国10,000件申請サポートの特定行政書士が事例で解説申請から決定まで

三木 ひとみ／著 ペンコム GF/ｵ/7 猫弁と鉄の女　（講談社文庫） 大山 淳子／著 講談社

370.4/ｷ/ 最新の重要教育用語がよくわかる本　 教育ジャーナル編集部／編 学研教育みらい GF/ｶ/1 コロナ黙示録　2020災厄の襲来　（宝島社文庫 このミス大賞） 海堂 尊／著 宝島社

385.6/ｼ/ 葬式消滅　お墓も戒名もいらない 島田 裕巳／著 G.B. GF/ｶ/2 コロナ狂騒録　2021五輪の饗宴　（宝島社文庫 このミス大賞） 海堂 尊／著 宝島社

493.7/ﾓ/ 医者の僕が認知症の母と過ごす23年間のこと 森田 豊／著 自由国民社 GF/ｶ/3 十手家業　かぎ縄おりん　３　（小学館文庫 小学館時代小説文庫） 金子 成人／著 小学館

498/ｵ/ 自宅で死を待つ老人たち 大城 堅一／著
幻冬舎
メディアコンサルティング

GF/ｺ/ 焦眉　 警視庁強行犯係・樋口顕　（幻冬舎文庫） 今野 敏／著 幻冬舎

537/ｼﾞ/ 自動車のしくみパーフェクト事典　（ダイナミック図解） 古川 修／監修 ナツメ社 GF/ｺ/ 父の声　（文春文庫） 小杉 健治／著 文藝春秋

593.3/ﾁ/ CHECK&STRIPEのおとな服ソーイング・レメディー CHECK&STRIPE／著 文化学園文化出版局 GF/ｺ/58 約束の月　上　 風烈廻り与力・青柳剣一郎　58　（祥伝社文庫） 小杉 健治／著 祥伝社

596.3/ｼﾞ/ JA全農広報部さんにきいた世界一おいしい野菜の食べ方 JA全農広報部／監修 KADOKAWA GF/ｺ/59 約束の月　下　 風烈廻り与力・青柳剣一郎　59　（祥伝社文庫） 小杉 健治／著 祥伝社

736/ﾂ/ 津久井智子の消しゴムはんこ。アイデア帳 津久井 智子／著 主婦の友社 GF/ｻ/3 雪の別れ　人情江戸飛脚　3　（小学館文庫 小学館時代小説文庫） 坂岡 真／著 小学館

783.7/ｵ/ SHO-TIME ジェフ・フレッチャー／著 徳間書店 GF/ﾄ/53 長屋の花を散らすな　はぐれ長屋の用心棒　53　（双葉文庫） 鳥羽 亮／著 双葉社

786.1/ﾂ/ 疲れない山歩きの技術　（コツがわかる本） 栗山 祐哉／監修
メイツ
ユニバーサルコンテンツ

GF/ﾊ/6 拙者、妹がおりまして　6　　（双葉文庫） 馳月 基矢／著 双葉社

914.6/ｿ/ 身辺整理わたしのやり方 曽野 綾子／著 興陽館 GF/ﾊ/ 暁天の星　　（PHP文芸文庫） 葉室 麟／著 PHP研究所

914.6/ﾂ/ パリの空の下で、息子とぼくの3000日 辻 仁成／著 マガジンハウス GF/ﾋ/ 希望の糸　（講談社文庫） 東野 圭吾／著 講談社

914.6/ﾑ/ スマホになじんでおりません 群 ようこ／著 文藝春秋 GF/ﾌ/7 野暮天　大江戸閻魔帳　7　（講談社文庫） 藤井 邦夫／著 講談社

F/ｱ/ マイ・プレゼント 青山 美智子／著 PHP研究所 GF/ﾏ/ 絢爛たる流離　（文春文庫） 松本 清張／著 文藝春秋

F/ｱ/ やっと訪れた春に 青山 文平／著 祥伝社 G933.7/ｸ/ ミス・マープル最初の事件　 牧師館の殺人　（創元推理文庫） アガサ・クリスティ／著 東京創元社

F/ｲ/ 蹴れ、彦五郎 今村 翔吾／著 祥伝社 G933.7/ｺ/6-1 潔白の法則　上　リンカーン弁護士　6-1　（講談社文庫） マイクル・コナリー／著 講談社

F/ｻ/ 恋ふらむ鳥は 澤田 瞳子／著 毎日新聞出版 G933.7/ｺ/6-2 潔白の法則　下　リンカーン弁護士　6-2　（講談社文庫） マイクル・コナリー／著 講談社

F/ｾ/ 掬えば手には 瀬尾 まいこ／著 講談社

F/ﾆ/ あさとほ 新名 智／著 KADOKAWA
社会
科学

366.2/ﾅ/Z 農業者になるには 大浦 佳代／著 ぺりかん社

F/ﾇ/ 紙の梟　ハーシュソサエティ 貫井 徳郎／著 文藝春秋
自然
科学

491.7/ｱ/Z ウイルスって何だろう　（ちくまQブックス） 青野 由利／著 筑摩書房

F/ﾑ/ 星屑 村山 由佳／著 幻冬舎 文学 902/ﾊ/Z はじめて読む！海外文学ブックガイド　（14歳の世渡り術） 越前 敏弥／ほか著 河出書房新社
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