
　2021年2月21日～2021年3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 居酒屋ぼったくり　おかわり!2 秋川 滝美 シ 書医あづさの手控(クロニクル) 白戸 満喜子 914.6/ｲ 大人の流儀　10 伊集院 静

ア 邪神の天秤 麻見 和史 シ 168時間の奇跡 新堂 冬樹 914.6/ｵ グリーンピースの秘密（文庫）小川 糸

ア 今夜、もし僕が死ななければ（文庫） 浅原 ナオト セ その扉をたたく音 瀬尾 まいこ 914.6/ｼ マスクは踊る 東海林 さだお

ア 草原のサーカス 彩瀬 まる タ あきない世傳金と銀 10（文庫） 高田 郁 914.6/ﾁ しつこくわるい食べもの 千早 茜

ア 食いだおれ同心（文庫） 有馬 美季子 チ 傷痕のメッセージ 知念 実希人 914.6/ﾊ Go Toマリコ 林 真理子

イ 立つ鳥の舞（文庫 くらまし屋稼業 7） 今村 翔吾 ツ 或るギリシア棺の謎 柄刀 一 914.6/ﾊ 歴史探偵忘れ残りの記 半藤 一利

イ 田中家の三十二万石 岩井 三四二 テ 鳴かずのカッコウ 手嶋 龍一 914.6/ﾋ 下着の捨てどき（文庫） 平松 洋子

ウ 勘定侍柳生真剣勝負　3（文庫） 上田 秀人 テ ほたるいしマジカルランド 寺地 はるな 914.6/ﾐ ワンさぶ子の怠惰な冒険 宮下 奈都

オ 和菓子迷宮をぐるぐると 太田 忠司 ナ ムーンライト・イン 中島 京子 914.6/ﾑ これで暮らす 群 ようこ

オ 気がつけば地獄 岡部 えつ ナ ラスプーチンの庭 中山 七里

オ 老婦人マリアンヌ鈴木の部屋 荻野 アンナ ナ 幕間のモノローグ 長岡 弘樹 ラベル 書 　  名 著　者　名

オ 天使と悪魔のシネマ 小野寺 史宜 ナ 源氏五十五帖 夏山 かほる 902.3/ｴ SFが読みたい!　2021年版 SFマガジン編集部

オ 灰の劇場 恩田 陸 ヌ 悪の芽 貫井 徳郎 910.2/ｵ 恩田陸 白の劇場

カ 代理母、はじめました 垣谷 美雨 ハ いわいごと（「まんまこと」シリーズ8） 畠中 恵 911.1/ｲ 寂しき骨 池田 理代子

カ わるじい慈剣帖　5（文庫） 風野 真知雄 ハ 新入社員、社長になる（文庫） 秦本 幸弥 911.3/ｵ 季語の科学 尾池 和夫

カ ヴィンテージガール 川瀬 七緒 フ 最後の晩ごはん　15（文庫） 椹野 道流 911.3/ﾂ 夜の水平線 津川 絵理子

ク 幻の船を追え（文庫） 倉阪 鬼一郎 フ 青葉雨（文庫 秘め事おたつ 3） 藤原 緋沙子 916/ｵ 母親を失うということ 岡田 尊司

ク ウィーン近郊 黒川 創 フ うしろむき夕食店 冬森 灯

コ 走れ、若き五右衛門 小嵐 九八郎 ホ 終わりの歌が聴こえる 本城 雅人

サ 神楽坂つきみ茶屋（文庫） 斎藤 千輪 ホ オムニバス（姫川玲子シリーズ） 誉田 哲也

サ 三つ巴（文庫 新・酔いどれ小籐次20）佐伯 泰英 ヤ 湯どうふ牡丹雪 山本 一力

サ 俺と師匠とブルーボーイとストリッパー桜木 紫乃 ヤ 血も涙もある 山田 詠美

サ 帝国の弔砲 佐々木 譲 ヨ わんダフル・デイズ 横関 大

シ 階層樹海 椎名 誠 ワ 血の代償（オッドアイ 8） 渡辺 裕之

シ ヴィクトリアン・ホテル 下村 敦史 ワ 遠足はたまごサンド（文庫） 渡辺 淳子

シ 猫沼 笙野 頼子 ワ 花人始末（文庫） 和田 はつ子

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４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）

                   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】

★ 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 書　 名 著（編）者名 ラベル 書　 名 著（編）者名

ラベル 書 　  名 著（編）者名 312.2 オードリー・タンの思考 近藤 弥生子 493.1 家でも外でも転ばない体を2カ月でつくる! 安保 雅博

933.7/ｲ 312.5 バイデン大混乱-日本の戦略は 日高 義樹 493.7 認知症の新しい常識 緑 慎也

933.7/ｷ 316.1 プライバシーという権利 宮下 紘 493.9 赤ちゃんと体内時計 三池 輝久

933.7/ｸ 319.3 ハイブリッド戦争 廣瀬 陽子 498.3 不老長寿メソッド 鈴木 祐

933.7/ﾍ 323.1 498.5 蜜蜂と蜂蜜の秘密を探る! 竹内 実

933.7/ﾓ 330.4 お金の学校 坂口 恭平 498.5 最強の野菜スープ 前田 浩

336.5 できるはんこレス入門 清水 理史 510

963/ﾛ 338.2 金融バブル崩壊 澤上 篤人 524.9 響きをみがく 石合 力

345 これって経費になりますか? 福島 宏和 543.5 フクシマ戦記　上・下 船橋 洋一

361.4 友人の社会史 石田 光規 557.5 愛しの灯台100 不動 まゆう

ラベル 書　 名 著（編）者名 361.6 現代中国の秘密結社 安田 峰俊 573 セラミックス驚異の世界 齋藤 勝裕

L318 367.3 「ふつうの家族」にさようなら 山口 真由 590.4 ひっそり暮らし なち

倉敷市 367.7 うらやましい孤独死 森田 洋之 590 自分らしく暮らす人の「家時間」 主婦の友社

L388 368.3 ルポ東尋坊 下地 毅 593.3 子ども服の教科書 清松 加奈子

L517 368.6 スマホで子どもが騙される 佐々木 成三 596.2 お魚とお寿司のナイショ話 岡本 浩之

L517 369.2 残念な介護楽になる介護 井戸 美枝 596.4 やせるスープジャー弁当100 阪下 千恵

369.3 おしゃれ防災アイデア帖 Misa 596.6 もっと!魔法のてぬきおやつ てぬキッチン

L808 青少年くらしき　令和二年度 生涯学習課 369.3 潜匠 矢田 海里 596.6 ゆーママのはからない家おやつ 松本 有美

369.3 福島が沈黙した日 榊原 崇仁 597.5 親子の整理収納 梶ケ谷 陽子

ラベル 書　 名 著（編）者名 369.3 内心被曝 馬場 マコト 627.7 庭木の「困った!」解決ナビ 船越 亮二

002.7 伝え方の魔術 及川 幸久 369.4 629.2 美しい苔の庭 烏賀陽 百合

007.1 コロナvs.AI 石井 大輔 377.1 オンライン授業で大学が変わる 堀 和世 659 狩猟教書 久保 俊治

041 サピエンスの未来 立花 隆 383.8 朝日文左衛門の食卓 大下 武 723.3 エル・グレコ祭壇画物語 西川 和子

069.4 ただいま収蔵品整理中! 鷹取 ゆう 404 科学で大切なことは本と映画で学んだ 渡辺 政隆 724.3 基本が身につく油絵レッスン 山中 俊明

148.8 幸せ上手さん習慣 星 ひとみ 417 レジの行列が早く進むのは、どっち!? サトウ マイ 753.2 CALICOのインド手仕事布案内 小林 史恵

159 不安は9割捨てました 大原 扁理 420.4 物理学者のすごい思考法 橋本 幸士 767.8 緊急事態宣言の夜に さだ まさし

213.6 江戸移住のすすめ 冨岡 一成 453 首都直下地震と南海トラフ 鎌田 浩毅 772.1 オーストリア滞在記（文庫） 中谷 美紀

289.1 堕ちたバンカー 児玉 博 488.2 庭や街で愛でる野鳥の本 大橋 弘一 788.1 白鵬の脳内理論 大庭 大業

291.6 アフリカ人学長、京都修行中 ウスビ・サコ 491.7 「腸内細菌」が健康寿命を決める 辨野 義己 789 道場「経営」入門 小池 一也

304 武器としての理系思考 武田 邦彦 493.1 花粉症と人類 小塩 海平 813.7 わかる!使える!外来語辞典 増井 金典

【外国の文学】

倉敷市第七次総合計画令和３年度-令和１２年度

倉安川・百間川かんがい排水施設群記録誌

総社市旧山手村くらし民話俗信　立石 憲利

クララとお日さま　　　　カズオ・イシグロ

ロンドン謎解き結婚相談所（文庫）

おばあちゃん、青い自転車で世界に出逢う

ガブリ・ローデナス

アリスン・モントクレア

燃える川（文庫）　　　　ピーター・ヘラー

終身刑の女（文庫）レイチェル・クシュナー

解放（文庫）　　　　イモジェン・キーリー

逆境力　　　　　　　　　　　　パトリック・ハーラン

図説世界地下名所百科　　　　　　　クリス・フィッチ

倉安川・百間川世界かんがい施設遺産委員会

残す。   西日本豪雨災害「残す。」編集チーム

天皇家の家計簿　　　　　　　　　　宝島社皇室取材班

【実用書】

【郷土資料】


