
　2021年7月21日～2021年8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 夜ごとの才女　（怪異名所巡り 11） 赤川 次郎 サ 准教授・高槻彰良の推察 EX （文庫） 澤村 御影 914.6/ｱ バブル、盆に返らず 甘糟 りり子

ア 兵諌 浅田 次郎 シ 霧をはらう 雫井 脩介 914.6/ｲ こどもは古くならない。 糸井 重里

ア 白光 朝井 まかて シ 神様の果物（文庫 江戸菓子舗照月堂10） 篠 綾子 914.6/ｵ 半歩先を読む思考法 落合 陽一

ア 涙のあとに、微笑みを 浅田 宗一郎 シ 星のように離れて雨のように散った 島本 理生 914.6/ｻ

イ 原因において自由な物語 五十嵐 律人 シ 明日は結婚式 小路 幸也 914.6/ｿ 人間の使命 曽野 綾子

イ 残響　（警視庁監察ファイル 3） 伊兼 源太郎 ス 突きの鬼一　7　（文庫） 鈴木 英治 914.6/ﾀ 作家は時代の神経である 高村 薫

イ ご隠居は福の神　6　（文庫） 井川 香四郎 タ 水たまりで息をする 高瀬 隼子 914.6/ﾊ 渡る世間にやじ馬ばあさん 橋田 壽賀子

イ 琉球警察 伊東 潤 タ 紅きゆめみし 田牧 大和 914.6/ﾖ イン・マイ・ライフ 吉本 由美

イ 追慕　（文庫 隠密船頭 7） 稲葉 稔 チ 硝子の塔の殺人 知念 実希人

イ 兇人邸の殺人 今村 昌弘 ド 大連合 堂場 瞬一 ラベル 書 　  名 著　者　名

イ がん消滅の罠　2 岩木 一麻 ナ 能面検事の奮迅 中山 七里 902.6/ﾅ HONZが選んだノンフィクション 成毛 眞／編著

ウ 術策　（文庫） 上田 秀人 ナ 巨鳥の影 長岡 弘樹 910.26/ﾌﾞ 文豪きょうは何の日? 立東舎／編

オ 猫弁と鉄の女 大山 淳子 ナ 脳科学捜査官真田夏希　9　（文庫） 鳴神 響一 910.268/ﾓ 闘ふ鷗外、最後の絶叫 西村 正

オ 結 大島 真寿美 ニ 十津川警部裏切りは鉄路の果てに 西村 京太郎 911.467/ｺ まだまだ健康川柳 近藤 勝重／編著

オ Butterfly World 岡崎 琢磨 ニ スリーピング事故物件 西澤 保彦 911.52/ｵ 大岡信 大井 浩一

オ 花束は毒 織守 きょうや ハ もういちど　（しゃばけシリーズ 20） 畠中 恵 915.6/ｱ 日本の原風景 安野 光雅

カ 噂を売る男 梶 よう子 ハ Phantom 羽田 圭介 915.6/ｻ 星/南方紀行　（文庫） 佐藤 春夫

カ 鴨川食堂ごちそう　（文庫） 柏井 壽 フ ツタンカーメンの心臓 福士 俊哉

カ サイレント 黙認 神津 凛子 ミ 忌名の如き贄るもの 三津田 信三

キ チンギス紀　11 北方 謙三 ム

ク 朔が満ちる 窪 美澄 モ これはただの夏 燃え殻

ク 八丁堀の忍　5　（文庫） 倉阪 鬼一郎 ヤ ミラーワールド 椰月 美智子

コ 恐喝（文庫 蘭方医・宇津木新吾13） 小杉 健治 ヨ 余命一年、男をかう 吉川 トリコ

コ ロータスコンフィデンシャル 今野 敏 ヨ ブランド 吉田 修一

コ たまごの旅人 近藤 史恵 ヨ 屋根裏のチェリー 吉田 篤弘

サ 連弾　（文庫） 佐藤 青南 ワ アヤとあや 渡辺 優

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９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】

九十八歳。戦いやまず日は暮れず　佐藤 愛子

コンビニたそがれ堂異聞 千夜一夜（文庫）村山 早紀

★ 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！
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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 極東アジアの地政学 川島 博之 493.87 新型コロナワクチン副作用が出る人、出ない人 近藤 誠

929.14/ﾊ あたしだけ何も起こらない ハン　ソルヒ 312.22 中国共産党暗黒の百年史 石 平 494.95 朝までぐっすり!夜中のトイレに起きない方法 平澤 精一

933.7/ｷ/B 密約の核弾頭 上・下（新潮文庫）　ﾏｰｸ･ｷｬﾒﾛﾝ 312.22 「言葉が殺される国」で起きている残酷な真実　楊 逸ほか 498.39 無<最高の状態> 鈴木 祐

933.7/ｸﾞ/B 見知らぬ人（創元推理文庫） ｴﾘｰ･ｸﾞﾘﾌｨｽ 317.24 財務省の「ワル」 岸 宣仁 498.6 最悪の予感　パンデミックとの戦い　　マイケル・ルイス

933.78/ｺ 恋する心音（スター作家傑作選）ﾍﾞﾃｨ･ﾆｰﾙｽﾞ 318.236 こんな政権なら乗れる　　　　　中島 岳志・保坂 展人 527.1 快適な住まいの間取りと実例集 ナツメ社

936/ﾌﾞ ヒロシマを暴いた男　　　　　ﾚｽﾘｰ･M.M.ﾌﾞﾙｰﾑ 319.22 ラストエンペラー習近平　　　　エドワード・ルトワック　590 暮らしが本当にラクになる!ベアーズ式家事事典　アスコム

319.530 新世界秩序と日本の未来　　　　　　内田 樹・姜 尚中 590.4 今日もコーヒーを淹れて。 Mocha

ラベル 書　 名 著（編）者名 319.8 世界は広島をどう理解しているか　　　井上 泰浩／編著　　　591 攻めの節約 生方 正

L290.9 夫と歩いた日本すみずみ 花房 啓子 333.827 水を招く　　　　　　　　　　　　　中山 博喜／[撮影] 591 貯金、そんなにないんですけど、老後のお金、

L488 鳥好きの独り言　　　　　小林 健三／写真・文 335.5 変貌する未来　　　　　　　　クーリエ・ジャポン／編 だいじょうぶでしょうか? 田中 佑輝

L517 防災カレンダー　　　　　 　倉敷市立薗小学校 338.155 株はメンタルが9割 長田 淳司 591 普通の会社員でもできる日本版FIRE超入門 山崎 俊輔

L517 平成30年7月豪雨〈西日本豪雨〉川辺地区災害記録誌 338.9 目の前に迫り来る大暴落 副島 隆彦 593.36 ママと子どものお気に入り 植田 有希

川辺地区まちづくり推進協議会 361.45 異文化コミュニケーション学　　　　　　　鳥飼 玖美子 594.3 シルバニアファミリーのかわいい着せ替え アップルミンツ

L930 広島岡山の怖い話 岡 利昌 361.65 カバールの正体　　　　　　　　　　　　　西森 マリー　595.4 美容皮膚科医が教える大人のヘアケア再入門 吉木 伸子

367.1 限界から始まる　 往復書簡　　上野 千鶴子・鈴木 涼美　 596 カンロ飴食堂へようこそ　　　　　　　カンロ株式会社

ラベル 書　 名 著（編）者名 367.21 マチズモを削り取れ 武田 砂鉄　 596 まるごとレモン 河井 美歩

069 博物館の世界 栗原 祐司 369.17 ケアマネジャーはらはら日記　　　　　 岸山 真理子 596 こころが整う台所 高木 ゑみ

070 真実を見極める力　　　　　 酒井 綱一郎 369.2 押さえておきたい公的扶助・生活保護行政　　（シリーズ今日から福祉職）元田 宏樹／編著 596.04 蕎麦は食ってみなけりゃ分からない 石丸 謙二郎

121.6 日本哲学の最前線 山口 尚 372 みにろま君とサバイバル　　　　　　 谷本 真由美 596.37 白飯サラダ 今井 亮

141.6 怒りの扱い方大全 戸田 久実 374.92 SDGsと防災教育 藤岡 達也 596.37 生のまま!野菜&フルーツ最新冷凍術 島本 美由紀

146.8 習慣化は自己肯定感が10割 中島 輝 375.199 賢い子はスマホで何をしているのか　　 石戸 奈々子 597.5 床にものを置かない!片付けの極意 須藤 昌子

148.4 運を創る。 幸輝 379.9 子どもの“困った”をなおすママの言葉かけ 上野 清香 598.2 自分で名付ける 松田 青子

159 斎藤一人成功は愛が9割! 斎藤 一人 379.9 お母さんが知らない伸びる子の意外な行動 　齋藤 浩 599.8 じママの全力おうち遊び じママ

159.4 TIME SMART　　　アシュリー・ウィランズ 379.9 勉強ぎらいな子に奇跡をおこす方法　　　 高田 康太郎 615.23 農家が教えるタネ採り・タネ交換 農文協／編

210.5 小藩大名の家臣団と陣屋町　4 米田 藤博 383.1 名画のドレス 内村 理奈 626.9 観て楽しい育てて美味しい野菜の再生栽培 大橋 明子

222 ジェノサイドの中国史 黄 文雄 391.6 コード・ガールズ　日独の暗号を解き明かした女性たち ﾗｲｻﾞ･ﾏﾝﾃﾞｨ 645.6 犬の通訳士 アネラ

289.1 君か、君以外か。 ROLAND 404 宇宙人と出会う前に読む本 高水 裕一 723.33 バンクシー　　　　　　　　　　　　バンクシー／[画]

289.3 ホーキング,ホーキング　チャールズ・サイフェ 467.2 コロナの暗号 村上 和雄 754.9 お菓子の箱だけで作るすごい空箱工作 はるきる

291 桃太郎電鉄でわかる都道府県大図鑑 宝島社 491.358 開かれたパンドラの箱 老化・寿命研究の最前線 今井 眞一郎 834 英語でオノマトペ表現　　　　　　ルーク・タニクリフ

304 ディープステート 世界を操るのは誰か　　馬渕 睦夫 492.916 フライトナースの秘密 菱沼 秀一 835 話すための英文法ハック100 肘井 学

【外国の文学】

【郷土資料】

【実用書】


