
　2021年3月21日～2021年4月20日に受け入れした本の一部を

　紹介しています。ラベルの表示は館によって異なる場合があります。

ラベル 書 　  名 著　者　名 ラベル 書 　  名 著　者　名 ラベル 書 　  名 著　者　名

ア 泳ぐ者 青山 文平 タ 千里をゆけ 武川 佑 914.6/ｲ こころの散歩 五木 寛之

ア 蒼海館の殺人（文庫） 阿津川 辰海 タ 飛び立つ君の背を見上げる 武田 綾乃 914.6/ｲ みっちんの声 石牟礼 道子

ア 非器の城 新井 勉 タ 半逆光 谷村 志穂 914.6/ｼ ぼくをくるむ人生から、 少年アヤ

イ 目利き芳斎事件帖　3（文庫） 井伊 和継 タ 消えた依頼人 田村 和大 にげないでみた1年の記録

イ 方丈平家物語 伊藤 俊也 ツ 二十面相暁に死す 辻 真先 914.6/ｿ 生き抜く力 曽野 綾子

ウ 南紀殺人事件 内田 康夫 ト 剣狼吠える 鳥羽 亮 914.6/ﾌ 私のエッセイズム 古井 由吉

オ 道連れ彦輔居直り道中 逢坂 剛 （文庫八丁堀「鬼彦組」激闘篇 [9]） 914.6/ﾏ 松田道雄 松田 道雄

オ 東シナ海開戦　4 大石 英司 ナ 秘剣の名医　8（文庫） 永井 義男 914.6/ﾑ 命とられるわけじゃない 村山 由佳

オ 片をつける 越智 月子 ナ 風巻 鳴神 響一 914.6/ﾓ 夢に迷って、タクシーを呼んだ 燃え殻

カ 眠れない凶四郎　5（文庫 耳袋秘帖） 風野 真知雄 ﾆ 南紀・陽光の下の死者（文庫　十津川警部） 西村 京太郎

カ ごんげん長屋つれづれ帖　2（文庫） 金子 成人 ﾆ 卒業したら教室で（文庫） 似鳥 鶏 ラベル 書 　  名 著　者　名

カ 浜辺の銀河（文庫 崖っぷち町役場 2） 川崎 草志 ノ ない本、あります。 能登 崇 911.04/ﾏ うたかたの国 松岡 正剛

キ 迷子の龍は夜明けを待ちわびる 岸本 惟 ハ 沙林 帚木 蓬生 911.104/ｱ つながる短歌100 あんの 秀子

キ 天の川の舟乗り（名探偵音野順の事件簿 3） 北山 猛邦 ハ 2011年の小さな舞台 浜松 文也 911.147/ﾐ 百人一首 水原 紫苑

ク 渡世人伊三郎 血風天城越え（文庫） 黒崎 裕一郎 ハ 夜想曲…別れ 早坂 真紀 911.467/ｼ シルバー川柳　明日があるさ編 みやぎシルバーネット

コ 怨み籠の密室（文庫） 小島 正樹 ハ 御蔵入改事件帳　[3]（文庫） 早見 俊 911.5/ﾜ 未(イマ)来タル 和合 亮一

コ インナーアース（文庫） 小森 陽一 ヒ どの口が愛を語るんだ 東山 彰良 911.568/ｹﾞ エノグ屋の言葉集 月光荘画材店

サ クメールの瞳 斉藤 詠一 ヒ 道をたずねる 平岡 陽明

サ 再興への道（文庫 身代わり若殿葉月定光 7） 佐々木 裕一 ヒ 共謀小説家 蛭田 亜紗子

シ 氷室の華（文庫） 篠 たまき フ きみの傷跡 藤野 恵美

シ あしたの官僚 周木 律 フ 偽りの貌（文庫） 藤 水名子

シ なごり雪 新堂 冬樹 フ 幕臣の監察（文庫  本丸目付部屋 8） 藤木 桂

ス 秋葉原オーダーメイド漫画ラボ（文庫） 隙名 こと マ 春を待つ 松下 隆一

セ 神さまは五線譜の隙間に（文庫） 瀬那 和章 マ 泡 松家 仁之

タ ゴッホとゴーギャンに魅せられて 田邉 一廣 ミ 鬼呼の庭（文庫） 三好 昌子

タ QED源氏の神霊 高田 崇史 ワ きみがいた世界は完璧でした、が 渡辺 優

                   倉敷市立図書館　　一般室

【日本の随筆 (ｴｯｾｲ)】

【その他の日本文学】

倉敷市立中央図書館　　　℡  086-425-6030

真備図書館　  　℡　086-698-9393

水島図書館　　　℡　086-446-6918

児島図書館　　　℡　086-472-4847

     ２０２１年５月号

玉島図書館　　　℡　086-526-6011

船穂図書館　　　℡　086-552-9300

　※すべての新着資料は図書館ホームページに掲載されています。

　http://www.kurashiki-oky.ed.jp/chuo-lib/index.html

【日本の小説】（913.6）

★ 新型コロナウイルス感染症予防に協力ください ★

～ 図 書 館 を 安 心 し て 継 続 的 に ご 利 用 いた だ くた め に～

・発熱、咳等の風邪症状や強いだるさ、息苦しさがある方、その他

体調に不安のある方は、ご利用を控えてください。

・マスクの着用にご協力をお願いします。

・館内に手指消毒薬を設置しておりますので

ご利用ください。

・手洗い、身体的距離の確保をお願いいたします。

・長時間の滞在は控えていただきますようお願いいたします。

読む前・読んだ後

手洗いを！

★ 新型コロナウイルス感染症予防に協力ください ★

～ 図 書 館 を 安 心 し て 継 続 的 に ご 利 用 いた だ くた め に～

・発熱、咳等の風邪症状や強いだるさ、息苦しさがある方、その他

体調に不安のある方は、ご利用を控えてください。

・マスクの着用にご協力をお願いします。

・館内に手指消毒薬を設置しておりますので

ご利用ください。

・手洗い、身体的距離の確保をお願いいたします。

・長時間の滞在は控えていただきますようお願いいたします。

読む前・読んだ後

手洗いを！



ラベル      ２０２１年５月号 著（編）者名 ラベル 書　 名 著（編）者名

ラベル 書 　  名 著（編）者名 159 「科学的」は武器になる 早野 龍五　 488.1 身近な「鳥」の生きざま事典 一日一種　

933.7/ｷ 210.0 毒親の日本史 大塚 ひかり　 493.6

210.0 日本の装束解剖図鑑 八條 忠基　 493.7 あなたもきっと依存症　 原田 隆之　

933.7/ﾃ 210.3 古代日本の官僚 虎尾 達哉　 493.7 認知症 笑顔がよみがえる治し方 松野 晋太郎　

933.7/ﾃﾞ シルクロード　　 　キャスリーン・デイヴィス 210.4 「失敗」の日本史　 本郷 和人　 493.8 今だから知りたいワクチンの科学　 中西 貴之　

933.7/ﾌ 302.1 日本の構造　　 橘木 俊詔　 498 「在宅死」という選択 中村 明澄　

933.7/ﾑ 312.1 主権者のいない国 白井 聡　 510 世界の地下都市大解剖　　　　　マーク・オーブンデン　　

933.7/ﾘ 宇宙の春 ケン・リュウ 312.1 石橋湛山の65日 保阪 正康 519 SDGs表現論 山中 司　

949.36/ｳ 317.7 警視庁科学捜査官 服藤 恵三　 543.5 廃炉 稲泉 連　

335.1 渋沢栄一と岩崎弥太郎 河合 敦　 548.2 「スパコン富岳」後の日本　 小林 雅一　

953.7/ﾛ グレゴワールと老書店主 マルク・ロジェ 335 定年ひとり起業 大杉 潤　 590.4 主婦業9割削減宣言 唐仁原 けいこ　

973/ﾋﾟ 336.4 仕事のしぐさ図鑑 荒木 シゲル　 594.3 ロシアの可愛い指人形 井岡 美保　

983/ﾌ 338.1 株式市場の本当の話　 前田 昌孝　 596.3 梅干しを漬けてわかること 有元 葉子　

338.7 サラ金の歴史　 小島 庸平　 601.1 47都道府県の底力がわかる事典　 葉上 太郎　

ラベル 書　 名 著（編）者名 367.3 610 今さら聞けない農業・農村用語事典 農文協／編

L231 倉敷の歴史　第３１号 367.3 いつまでも親がいる　　 島田 裕巳　 626.9 食べられる庭図鑑 良原 リエ　

368.6 キツネ目 岩瀬 達哉　 627.7

L290 369.0 マイノリティデザイン 澤田 智洋　 646.2 ダチョウはアホだが役に立つ 塚本 康浩　

L290 岡山のトリセツ 昭文社 369.3 パッと見!防災ブック 野村 功次郎　 659 狩猟を仕事にするための本 東雲 輝之　

L333 369.4 宮城まり子とねむの木学園 渡邊 弘　 686.2 ぞっこん!愛しの名列車 櫻井 寛　

L369 知ることは、障がいを無くす。 木庭 寛樹 371.4 721.2

L388 379.9 教えない子育て 河村 京子　 726.1

L517 平成３０年７月豪雨災害から復興への記録 379.9 良家の子育て 諏内 えみ　 768.9

404 探究する精神　　 大栗 博司　 780.7 ロジカル筋トレ　 清水 忍　

L517 土砂災害に備える 佐藤 丈晴 410.4 子どもの算数、なんでそうなる?　 谷口 隆　 783.7 沢村栄治　 太田 俊明　

442 783.7 補欠のミカタ 元永 知宏

ラベル 書　 名 著（編）者名 451.8 気候で読み解く人物列伝　日本史編 田家 康　 788.1

007.3 ネット中傷駆け込み寺 佐藤 佳弘 465.8 ウイルスはささやく 武村 政春　 791.0 茶の湯のトリビア　 中村 幸　

019.1 難しい本をどう読むか 齋藤 孝 465 京大式へんな生き物の授業　　 神川 龍馬　 796.0 絆-棋士たち 野澤 亘伸　

159.4 仕事と人生 西川 善文 467.2 寿命遺伝子　　 森 望　 816 暮らしを変える書く力 一田 憲子　

イラストでわかる骨・筋肉・神経のしくみ事典　田中 利和

【外国の文学】

ミシンの見る夢　　 　ビアンカ・ピッツォルノ

アウトサイダー（上・下）

消失の惑星　　　　　ジュリア・フィリップス

アウシュヴィッツで君を想う

マハラジャの葬列　　　　アビール・ムカジー

父を撃った12の銃弾　　　ハンナ・ティンティ

スティーヴン・キング

なんで家族を続けるの?　　　内田 也哉子  中野 信子　　

バラの文化誌　　　　　　　　　キャサリン・ホーウッド

やまとかたり　　　　　　　　　　　　大小田 さくら子　

謎解き鳥獣戯画　　　　　　　　　芸術新潮編集部／編　

立石おじさんのおかやま昔話　第4集  立石 憲利 ヤマザキマリ対談集　　　　　　　ヤマザキ マリ[ほか]

【郷土資料】

エディ・デ・ウィンド

理不尽ゲーム　　 　　サーシャ・フィリペンコ

倉敷市文書館（アーカイブス）研究会／編

岡山のＳＤＧｓ  ビザビコンテンツ開発局／編集　

天体観測に魅せられた人たち      エミリー・レヴェック

世界のおすもうさん　 和田 靜香／文  金井 真紀／文絵 

倉敷市防災危機管理室／編集

総社観光大学                      神崎 宣武／監修

【実用書】

保健室から見える親が知らない子どもたち　桑原 朱美　


