
八幡西図書館一般室新着リスト　2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

007/ｲ/
「技術書」の読書術
達人が教える選び方・読み方・情報発信&共有のコツとテクニック

ＩＰＵＳＩＲＯＮ／著 翔泳社 F/ﾎ/0 妖の絆 誉田 哲也／著 文藝春秋

070.4/ﾀ/ 新聞は偉そうに嘘をつく　　 高山 正之／著 新潮社 F/ﾑ/ 耳の叔母 村田 喜代子／著 書肆侃侃房

哲学 175.9/ﾁ/ 御朱印でめぐる福岡の神社　改訂版　集めるごとに運気アップ！
地球の歩き方編集室
／編集

地球の歩き方 F/ﾖ/ 闘え！ミス・パーフェクト 横関 大／著 幻冬舎

歴史 210.2/ﾔ/ 東京に眠る巨大貝塚の謎 中里貝塚　　 安武 由利子／著 新泉社 914.6/ｶ/ 生きる意味 姜 尚中／著 毎日新聞出版

324.7/ｴ/ 身近な人が亡くなった時の相続手続きと届出のすべて　改訂新版 チェスター／監修 あさ出版 914.6/ﾀ/ 女のイイ顔　田辺聖子のエッセイ 田辺 聖子／著 中央公論新社

336.9/ｶ/
いまだに全然意味がわかっていない個人事業主・フリーランスですが、
インボイスって結局どうすればいいのか教えてください！

川崎 晴一郎／著 すばる舎 916/ﾀ/ ある行旅死亡人の物語 武田 惇志／著 毎日新聞出版

338.1/ｽ/ お金に働いてもらう！ほったらかし投資　貯金ゼロ、知識ゼロからの投資入門 杉原 杏璃／著 ポプラ社 G134.9/ｳﾞ/ 言語ゲームの練習問題　　（講談社現代新書） 橋爪 大三郎／著 講談社

361.4/ﾅ/
リーダーは話し方が９割
１分でやる気を引き出し、１００％好かれる話し方のコツ

永松 茂久／著 すばる舎 G143.1/ｸ/ 夫婦のトリセツ　決定版　（講談社＋α新書） 黒川 伊保子／著 講談社

369.2/ｻ/ しゃべらなくても楽しい！シニアの笑顔で健康体操４０＋体操支援１０のテクニック 斎藤 道雄／著 黎明書房 G367.7/ﾌ/ 脱・下流老人　年金、生きがい、つながりを立て直す　（ＮＨＫ出版新書） 藤田 孝典／著 ＮＨＫ出版

377.2/ﾀ/ 日本の「学歴」　偏差値では見えない大学の姿 橘木 俊詔／著 朝日新聞出版 G410.4/ﾖ/ 算数・数学間違い探し　中学生から大人まで楽しめる　（講談社＋α新書） 芳沢 光雄／著 講談社

379.7/ｲ/ 私は合格する勉強だけする イ ユンギュ／著 日経BP GF/ｱ/ １１文字の檻　青崎有吾短編集成　（創元推理文庫） 青崎 有吾／著 東京創元社

392.1/ﾀ/ 桜華　防衛大学校女子卒業生の戦い 武田 頼政／著 文藝春秋 GF/ｶ/1 あやかし長屋　嫁は猫又　（講談社文庫） 神楽坂 淳／著 講談社

481.7/ｺ/ 先生、ヒキガエルが目移りしてダンゴムシを食べられません！　　 小林 朋道／著 築地書館 GF/ｶ/9 京都伏見のあやかし甘味帖　９　糸を辿る迷子のお猫様　（宝島社文庫） 柏 てん／著 宝島社

491.3/ﾆ/
ノドトレ
いつまでも美味しく食べたい人のムセと肺炎知らずのノドの筋トレ５秒メソッド

西尾 正輝／著
メディカル・ケア・
サービス

GF/ｶ/5 潜入味見方同心　５　牛の活きづくり　（講談社文庫） 風野 真知雄／著 講談社

498.6/ｲ/ マスクを捨てよ、町へ出よう　免疫力を取り戻すために私たちができること 井上 正康／著 方丈社 GF/ｺ/15 老中　蘭方医・宇津木新吾　１５　（双葉文庫） 小杉 健治／著 双葉社

547.4/ｻ/ メタバース&ＮＦＴ　先読み！ＩＴ×ビジネス講座 斎藤 創／著 インプレス GF/ｺ/2 暁の雹　其角忠臣蔵異聞　（光文社文庫 光文社時代小説文庫） 小杉 健治／著 光文社

594.2/ｲ/ 刺し子のきほん　４６枚の美しいふきんで模様の魅力と仕立てがわかる いちき ゆきこ／著 主婦の友社 GF/ｻ/4 従者　鬼役伝　４　（光文社文庫 光文社時代小説文庫） 坂岡 真／著 光文社

595.5/ｻ/ 一生、進化する筋膜リフト美顔　自分の手で、すぐに１０歳若返る 佐藤 由美子／著 主婦の友社 GF/ｻ/12 新・浪人若さま新見左近　１２　すももの縁　（双葉文庫） 佐々木 裕一／著 双葉社

596/ｵ/ 金曜日のほろよい１０００円ふたりメシ おづ まりこ／著 文藝春秋 GF/ﾊ/ ＤＲＹ　　（光文社文庫） 原田 ひ香／著 光文社

596/ｻ/ 野菜もりもりスープこそ最高のごちそう。　朝・昼・晩カラダ喜ぶ１００レシピ 阪下 千恵／著 主婦と生活社 GF/ﾊ/ スイート・ホーム　　（ポプラ文庫） 原田 マハ／著 ポプラ社

626/ｱ/ 野菜売り場の歩き方 青髪のテツ／著 サンマーク出版 GF/ﾜ/44 小雪ずし　料理人季蔵捕物控　４４　（ハルキ文庫 時代小説文庫） 和田 はつ子／著 角川春樹事務所

626.1/ﾏ/ まんがでわかる畑の虫　おもしろ生態と防ぎ方 木村 裕／監修 農山漁村文化協会 G914.6/ﾓ/11
積み木シンドローム　Ｔｈｅ ｃｒｅａｍ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｎｏｔｅｓ　１１
（講談社文庫）

森 博嗣／著 講談社

645.6/ｼ/
シニア犬のためのドッグマッサージ健康サポートＢＯＯＫ
目的・体調別の予防とボディケア

山田 りこ／監修
メイツ
ユニバーサルコンテンツ

G933.7/ｺ/1 ダーク・アワーズ　上　　（講談社文庫） マイクル・コナリー／著 講談社

778.2/ﾚ/
ＲＥＤ ＳＨＯＥＳ ＫＩＴＡ－Ｑクロニクル
オール北九州ロケ作品◆聖地巡礼ガイドブック

あかつき舎 G933.7/ｺ/2 ダーク・アワーズ　下　　（講談社文庫） マイクル・コナリー／著 講談社

780.7/ﾄ/ 疲れない体と不屈のメンタル 鳥谷 敬／著 ＰＨＰ研究所 G933.7/ﾍ/ Ｏ・ヘンリー ニューヨーク小説集 街の夢　　（ちくま文庫） Ｏ．ヘンリー／著 筑摩書房

910.2/ﾓ/ よみがえる森鴎外 毎日新聞学芸部／編 毎日新聞出版

911.1/ﾋ/ 百人一首百人の物語 辻井 咲子／著 水曜社 哲学 159.8/ﾋ/Z トイレでハッピーになる３６６の言葉　１０代のきみにエールを！ ひきた よしあき／文 主婦の友社

F/ｻ/10 樹林の罠　道警・大通警察署　道警シリーズ　１０ 佐々木 譲／著 角川春樹事務所 技術 595.6/ｻ/Z 最強に面白い！！ダイエット　　 ニュートンプレス

F/ﾀ/ 踏切の幽霊 高野 和明／著 文藝春秋 文学 F/ｻ/4-Z 虹いろ図書館司書先輩と見習いのぼく　 櫻井 とりお／著 河出書房新社

F/ﾀ/ 嘘つきなふたり 武田 綾乃／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
新書
文庫

GF/ﾀ/14-Z 創竜伝　14　月への門　（講談社文庫） 田中 芳樹／著 講談社
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