
八幡西図書館一般室 新着リスト　2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

哲学 188.6/ｴ/3 やまと尼寺精進日記　3　ひとり生きる豊穣 NHK「やまと尼寺精進日記」
制作班／著

NHK出版 文学 F/ﾖ/2 感染捜査　2　黄血島決戦 吉川 英梨／著 光文社

210.2/ﾅ/ 氷河期の大石器工房 ピリカ遺跡 長沼 孝／著 新泉社 G210/ｲ/25 逆説の日本史　25　明治風雲編　（小学館文庫） 井沢 元彦／著 小学館

210.3/ｼ/2 人物で学ぶ日本古代史　2　奈良時代編 新古代史の会／編 吉川弘文館 G302.1/ｵ/ 中学入試超良問で学ぶニッポンの課題　（中公新書ラクレ） おおた としまさ／編著 中央公論新社

210.3/ｼ/3 人物で学ぶ日本古代史　3　平安時代編 新古代史の会／編 吉川弘文館 G304/ﾀ/ バカと無知　人間、この不都合な生きもの　（新潮新書） 橘 玲／著 新潮社

210.4/ｾ/ 戦国大名と家臣団の絵事典　見て楽しむ 小和田 哲男／監修 成美堂出版 G319.3/ｺ/ ウクライナ戦争　（ちくま新書） 小泉 悠／著 筑摩書房

289.1/ﾓ/ バブルの王様　森下安道日本を操った地下金融 森 功／著 小学館 G377.9/ﾅ/ 就職活動の本質　（幻冬舎ルネッサンス新書） 中原 勇一郎／著 幻冬舎
メディアコンサルティング

291.3/ﾙ/24 るるぶ草津伊香保みなかみ四万　'24 JTBパブリッシング G782.3/ﾊ/
「挫折」というチカラ　人は折れたら折れただけ強くなる
（マガジンハウス新書）

原 晋／著 マガジンハウス

291.7/ﾙ/24 るるぶドライブ中国四国ベストコース　'24 JTBパブリッシング GF/ｲ/ 白い闇の獣　（文春文庫） 伊岡 瞬／著 文藝春秋

312.1/ﾀ/ さらば総理　歴代宰相通信簿 田原 総一朗／著 朝日新聞出版 GF/ｲ/20-3 相棒　season20下　（朝日文庫） 輿水 泰弘／ほか脚本 朝日新聞出版

336.4/ｻ/
大人のモノの言い方 一流、二流、三流
このひと言で「できる人」になる

櫻井 弘／著 講談社 GF/ｳ/ 本意に非ず　（文春文庫） 上田 秀人／著 文藝春秋

498.3/ﾀ/ 脳がどんどん強くなる！すごい地球の歩き方 高島 明彦／著 地球の歩き方 GF/ｳ/2 恩讐　 隠密鑑定秘禄　２　（徳間文庫 徳間時代小説文庫） 上田 秀人／著 徳間書店

498.3/ﾆ/ 80歳でも脳が老化しない人がやっていること 西 剛志／著 アスコム GF/ｵ/6 根深汁　 居酒屋お夏 春夏秋冬　６　（幻冬舎時代小説文庫） 岡本 さとる／著 幻冬舎

596/ﾑ/ 村上祥子80歳私がいつも食べている季節の保存食 村上 祥子／著 毎日が発見 GF/ｶ/
密室狂乱時代の殺人　絶海の孤島と七つのトリック
（宝島社文庫 このミス大賞）

鴨崎 暖炉／著 宝島社

596.2/ｻ/ ふーみんさんの台湾50年レシピ 斉 風瑞／著 小学館 GF/ｶ/2 妖怪犯科帳　あやかし長屋 　2　（講談社文庫） 神楽坂 淳／著 講談社

596.6/ｴ/ とんでもないお菓子作り　誰もが失敗せずにおいしくできる 江口 和明／著 ワニブックス GF/ｺ/1 商人殺し　はぐれ武士・松永九郎兵衛　（幻冬舎時代小説文庫） 小杉 健治／著 幻冬舎

597.9/ﾆ/ 新！掃除の解剖図鑑　やり方次第でこんなに変わる 日本ハウスクリーニング
協会／著

エクスナレッジ GF/ﾀ/4 上流階級　其の4　富久丸百貨店外商部　（小学館文庫） 高殿 円／著 小学館

598.2/ﾅ/
56歳で初めて父に、45歳で初めて母になりました
生死をさまよった出産とシニア子育て奮闘記

中本 裕己／著 ワニ・プラス GF/ﾄ/5
薬は毒ほど効かぬ　 薬剤師・毒島花織の名推理　５
（宝島社文庫 このミス大賞）

塔山 郁／著 宝島社

721.8/ｼ/ もっと知りたい司馬江漢と亜欧堂田善　生涯と作品 金子 信久／著 東京美術 GF/ﾅ/ 教場X　刑事指導官・風間公親　（小学館文庫） 長岡 弘樹／著 小学館

726.1/ﾖ/ 日々臆測 ヨシタケ シンスケ／著 光村図書出版 GF/ﾆ/ なまえは語る　（実業之日本社文庫） 新津 きよみ／著 実業之日本社

914.6/ｳ/ 98歳まで生きてわかった、「超ポジティブ思考」がいちばん！ 宇野 千代／著 幻冬舎 GF/ﾆ/7 逢魔が刻　7　（実業之日本社文庫 「腕貫探偵」シリーズ） 西澤 保彦／著 実業之日本社

914.6/ﾌﾞ/
文藝春秋昭和・平成・令和傑作選
もう一度読みたいあの記事あのエッセイ

文藝春秋 GF/ﾌ/ 天国の修羅たち　（角川文庫） 深町 秋生／著 KADOKAWA

914.6/ﾑ/ たりる生活 群 ようこ／著 朝日新聞出版 GF/ﾌ/15 介錯人　新・秋山久蔵御用控　15　（文春文庫） 藤井 邦夫／著 文藝春秋

916/ｺ/
ビリギャルが、またビリになった日
勉強が大嫌いだった私が、34歳で米国名門大学院に行くまで

小林 さやか／著 講談社

F/ｱ/ ユア・プレゼント 青山 美智子／著 PHP研究所 376.8/ﾅ/Z 芸術学部　（なるにはBOOKS 大学学部調べ） 浅野 恵子／著 ぺりかん社

F/ｱ/4 ひとり旅日和　4　福招き！ 秋川 滝美／著 KADOKAWA 376.8/ﾅ/Z 情報学部　（なるにはBOOKS 大学学部調べ） 漆原 次郎／著 ぺりかん社

F/ｲ/ 光のとこにいてね 一穂 ミチ／著 文藝春秋 G141.1/ﾉ/Z
「覚える」と「わかる」　知の仕組みとその可能性
（ちくまプリマー新書）

信原 幸弘／著 筑摩書房

F/ｳ/ 骨灰 冲方 丁／著 KADOKAWA G159.7/ﾃ/Z
君たちが生き延びるために　高校生との22の対話
（ちくまプリマー新書）

天童 荒太／著 筑摩書房

F/ｸ/ 世界の望む静謐 倉知 淳／著 東京創元社 G910.2/ﾓ/Z 森鴎外、自分を探す　（岩波ジュニア新書） 出口 智之／著 岩波書店

F/ｻ/3 うさぎ玉ほろほろ 西條 奈加／著 講談社 GF/ｱ/38-Z 緋弾のアリア　38　愛を忘れはしない　（MF文庫J） 赤松 中学／著 KADOKAWA

F/ｼ/ クロコダイル・ティアーズ 雫井 脩介／著 文藝春秋 GF/ﾆ/6-Z
いらっしゃいませ下町和菓子栗丸堂　6　琉球幻想の夜
（メディアワークス文庫）

似鳥 航一／著 KADOKAWA

F/ﾀ/ 藤原定家の妻 谷口 弘子／著 文藝春秋企画出版部 GF/ﾊ/24-Z 狼と香辛料　24　Spring Log7　（電撃文庫） 支倉 凍砂／著 KADOKAWA
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