
　2021年8月21日～2021年9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 合唱組曲・吸血鬼のうた　（文庫） 赤川 次郎 ツ 落暉(ゆうひ)に燃ゆる　　（文庫） 辻堂 魁 914.6/ｱ 魂のルーツ 相川 清

ア 追憶の烏　（八咫烏シリーズ 2-2） 阿部 智里 ト 914.6/ｲ

ア みとりねこ 有川 ひろ 鳥羽 亮   いしわたり 淳治

イ 逢魔が時三郎　　（文庫） 井川 香四郎 ド 聖刻 堂場 瞬一 914.6/ｲ <老い>という贈り物 井口 昭久

イ フィッシュボーン 生馬 直樹 ナ やさしい猫 中島 京子 914.6/ﾅ 仲野教授の笑う門には病なし!         仲野 徹

イ 炎上フェニックス 石田 衣良 ナ 革命キッズ 中路 啓太 914.6/ﾊ 歴史探偵昭和の教え　　 半藤 一利

イ おまえなんかに会いたくない 乾 ルカ ナ 教場X 長岡 弘樹 914.6/ﾌ すこやかな老いの日々へ 藤田 郁子

イ 幻月と探偵 伊吹 亜門 ニ 914.6/ﾓ 諦めの価値　　 森 博嗣

ウ 勘定侍柳生真剣勝負　4（文庫） 上田 秀人 西尾 維新

ウ 万事オーライ 植松 三十里 ニ 推理大戦 似鳥 鶏 ラベル 書 　  名 著　者　名

ウ 変な家 雨穴 ニ 逆玉に明日はない 楡 周平 910.2/ｵ

オ 熱風団地 大沢 在昌 ヌ 邯鄲の島遙かなり　上 貫井 徳郎 910.2/ﾖ 食と酒 吉村昭の流儀（文庫） 谷口 桂子

オ 影踏亭の怪談 大島 清昭 ハ 拙者、妹がおりまして　2（文庫） 馳月 基矢 911.1/ｵ 万葉集に出会う　　 大谷 雅夫

カ 地中の星 門井 慶喜 ハ 椿平九郎留守居秘録　3（文庫） 早見 俊 911.1/ﾓ 須臾の残響 森村 稔

ク アイアムマイヒーロー! 鯨井 あめ ヒ 透明な螺旋　　（ガリレオ10） 東野 圭吾 911.3/ｷ 文豪と俳句　　 岸本 尚毅

ク カラ売り屋vs仮想通貨 黒木 亮 フ 名画小説 深水 黎一郎

コ 暮鐘　　（東京湾臨海署安積班） 今野 敏 フ 翡翠色の海へうたう 深沢 潮

サ アイスクライシス 笹本 稜平 フ 執行 深谷 忠記

サ 邪教の子 澤村 伊智 ミ 共犯者 三羽 省吾

シ 楽園のアダム 周木 律 ヤ ばにらさま 山本 文緒

シ めだか、太平洋を往け （文庫） 重松 清 ヨ ゴースト・ポリス・ストーリー 横関 大

シ スーパーエンジェル 島田 雅彦 ヨ 死者にこそふさわしいその場所 吉村 萬壱

シ シークレット・エクスプレス 真保 裕一 ヨ 十三階の母(マリア) 

タ あきない世傳金と銀　11　（文庫） 高田 郁 　（警視庁公安部特別諜報員・黒江律子 4） 吉川 英梨

タ 帆神 玉岡 かおる ワ パラダイス・ガーデンの喪失 若竹 七海

ツ 機龍警察白骨街道　　 月村 了衛 ワ オーラの発表会 綿矢 りさ

                   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】

のっとり藤兵衛　     はぐれ長屋の用心棒 52（文庫） 言葉にできない想いは本当にあるのか

小川洋子のつくり方               田畑書店編集部／編

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１０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）

死物語　上・下　（講談社BOX 物語シリーズ28）

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。

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 159 「孤独」という生き方　　 織田 淳太郎 491.5 知って納得!薬のおはなし　　 足立 博一

923.7/ｼ 悪童たち　上・下　（文庫） 　紫金陳 159.7 493.7 全国認知症カフェガイドブック コスガ 聡一

929.1/ｿ 494.2

929.1/ﾁ 二度の自画像（物語の島アジア） チョン ソンテ 175 聖地の条件 蒲池 明弘 498 在宅医療と「笑い」 宮本 謙一

929.1/ﾁ ハヨンガ チョン ミギョン 210.0 日本史の法則　　（河出新書 036） 本郷 和人 498.6 感染症の国家戦略 阿部 圭史

933.7/ｺ 210.4 戦国「おんな家長」の群像 黒田 基樹 498.6 コロナの副作用! 和田 秀樹

933.7/ﾊ 210.5 今に息づく江戸時代 大石 学 501.6 カーボンニュートラル革命 猪瀬 直樹

933.7/ﾎ 281.0 後列のひと 清武 英利 518.5 ごみ収集とまちづくり　　 藤井 誠一郎

936/ﾍ 289.1 徳光流生き当たりばったり 徳光 和夫 548.3

953.6/ﾌ 291.0 593.3 イチから基礎がよくわかる手ぬいの基本レッスン 高橋 恵美子

（宇宙英雄ローダン・シリーズ 646）H.G.エーヴェルス 302.3 595 最強ずぼら女子が発見した脚やせの極意   ちぃ

953.7/ﾃﾞ 304 楽観論　　 古市 憲寿 596 会いたくて、食べたくて　　 野村 友里

311.7 暴走するポピュリズム　 有馬 晋作 596 ワタナベマキのスパイス使い ワタナベ マキ

318.9 世界のSDGs都市戦略 櫻井 美穂子 596.2

ラベル 書　 名 著（編）者名 323.1 9条の戦後史　　 加藤 典洋 安部 司

L290 329.6 597 住まいと生き方。　 マガジンハウス

330 経済ってなんだ? 山本 御稔 627.8 長く楽しむお部屋の植物 境野 隆祐

L333 332.1 私たちはなぜこんなに貧しくなったのか 荻原 博子 645.6 ハリー、大きな幸せ 村井 理子

337.8 江戸のお勘定　　 大石 学／監修 673.9 フードコーディネーターの仕事 久保木 薫／編著

L388 チャンポンと鳴る鼓滝 立石 憲利 361.8 差別はたいてい悪意のない人がする キム ジヘ 675 良いFAQの書き方　　 樋口 恵一郎

L699 片隅からのジャーナリズム 原 憲一 366.2 出世しなくても、幸せに働けます。 中村 龍太 676.7 バイデノミクスの深層 （黄金の相場予測 2022） 若林 栄四

L728 井上桂園の書と資料 信廣 友江／編 368.2 ボクらは『貧困強制社会』を生きている 藤田 和恵 721.8

371.4 725.6 万年筆画の教科書 古山 浩一

ラベル 書　 名 著（編）者名 388.8 世界のふしぎなことわざ図鑑 北村 孝一 754.9 オリガミューズメントパーク フチモト ムネジ

002 「型」の再考　　 大庭 良介 402.9 奄美の自然入門 常田 守 770.4 MC論 古舘 伊知郎

007.3 アルゴリズムの時代 ハンナ・フライ 410 抽象数学の手ざわり　　 斎藤 毅 773.0 聖地と日本人　　（文庫） 小松 和彦

070.2 自壊するメディア　　 望月 衣塑子 450 トコトンやさしい地球学の本　　 西川 有司 783.8 彼方への挑戦 松山 英樹

139.3 人間になるということ 須藤 孝也 468.8 796.0

141.5 脳科学者が教える最高の選択 茂木 健一郎 483.9 ヒルは木から落ちてこない。 樋口 大良 821.2 漢字とは何か 岡田 英弘

159 やっと本当の自分で生きられる 浅見 帆帆子 490.4 本当に正しい医療が、終活を変える 吉野 敏明 837.8 英会話は筋トレ。 船橋 由紀子

【外国の文学】

三十の反撃　　　　　　　　　ソン ウォンピョン

不安と折り合いをつけてうまいこと老いる生き方

  中村 恒子／奥田弘美 

考えて、考えて、考える　　　　丹羽 宇一郎／藤井 聡太新・海辺を食べる図鑑                  向原 祥隆／写真と文

晴れの国おかやま検定公式参考書　2022-2023

（ヴェルノン・クロニクル 2）ヴィルジニー・デパント

カルタン人の秘密基地  （文庫）

いまどきの「ドイツ」と「日本」     マライ・メントライン

生きづらさの生き方ガイド　　　　　　大橋 史信／共著

北斎づくし完全ガイド                        朝日新聞出版／編　　

わがいのち果てる日に　　　　　　　　田嶋 隆純／編著

ロボット学者、植物に学ぶ　　　　バルバラ・マッツォライ

地名の真実　　　　　　　　　　　地名の謎研究会／編

あなたが手術を受ける前に読む本　    　名古屋市立大学／編

世界一美味しい「プロの手抜き和食」安部ごはんベスト102レシピ

【実用書】

ジャスト・ライク・ヘヴン 

倉敷市・高梁川流域のＳＤＧｓがわかる本

【郷土資料】

鬼火　上・下　（文庫）　　マイクル・コナリー

うそをつく子　　　　　　　トリイ・ヘイデン

吉備人出版編集部

倉敷市企画経営室

階上の妻　　　　　　　レイチェル・ホーキンズ

ベイジルの戦争（文庫）  スティーヴン・ハンター


