
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 派遣社員あすみの家計簿　2　（文庫）青木 祐子 テ ガラスの海を渡る舟 寺地 はるな 914.6/ｵ みらいめがね　2 荻上 チキ

ア 月曜日の抹茶カフェ 青山 美智子 ト 7.5グラムの奇跡 砥上 裕將 914.6/ｷ 「おばけ」と「ことば」のあやしいはなし

ア 監禁 秋吉 理香子 ト 剣鬼たち燃える　八丁堀「鬼彦組」激闘篇10（文庫） 京極 夏彦

イ 殿様商売　（文庫） 井川 香四郎 鳥羽 亮 914.6/ｿ

イ 民王　　シベリアの陰謀 池井戸 潤 ナ 嗤う淑女二人 中山 七里 914.6/ﾍﾞ

ウ 播磨国妖綺譚 上田 早夕里 ヌ 邯鄲の島遙かなり　中 貫井 徳郎 914.6/ﾎ 定形外郵便 堀江 敏幸

ウ 旅のない 上田 岳弘 ハ 女子大小路の名探偵 秦 建日子 914.6/ﾑ メロンと寸劇 向田 邦子

ウ 子供は怖い夢を見る 宇佐美 まこと ハ 果ての海 花房 観音 914.6/ﾖ AI支配でヒトは死ぬ。 養老 孟司

ウ 月と日の后 冲方 丁 ハ 灼熱 葉真中 顕

オ 隣人の愛を知れ　（文庫） 尾形 真理子 ハ 母親からの小包はなぜこんなにダサいのか 原田 ひ香 ラベル 書 　  名 著　者　名

カ コロナ狂騒録（田口・白鳥シリーズ） 海堂 尊 ハ 911.4/ｼ シルバー川柳　太陽の季節編

カ 京都伏見のあやかし甘味帖　7（文庫）柏 てん パ

カ ごんげん長屋つれづれ帖　3（文庫） 金子 成人 ヒ 居酒屋「一服亭」の四季 東川 篤哉 915.6/ﾜ あのころなにしてた? 綿矢 りさ

カ さよならも言えないうちに　　 川口 俊和 ヒ 透明な螺旋　（ガリレオ10） 東野 圭吾 916/ﾑ

サ 恨み残さじ　空也十番勝負 2（文庫） 佐伯 泰英 フ 怪談びたり 深津 さくら 村井 理子

サ たそがれ大食堂 坂井 希久子 フ カミサマはそういない 深緑 野分

サ 鬼役　1　　（文庫） 坂岡 真 フ 朝と夕の犯罪 降田 天

サ ブルースRed 桜木 紫乃 マ 三週間の休暇 町田 哲也

シ かぞえきれない星の、その次の星 重松 清 マ メルカトル悪人狩り　　 麻耶 雄嵩

シ 月下氷人　　（文庫） 篠原 悠希 ミ 三国志名臣列伝　魏篇 宮城谷 昌光

シ アルテミスの涙 下村 敦史 ム 子のない夫婦とネコ 群 ようこ

シ 廃遊園地の殺人 斜線堂 有紀 モ 老虎残夢 桃野 雑派

シ すべての神様の十月　2　　（文庫） 小路 幸也 モ 本が紡いだ五つの奇跡 森沢 明夫

ス ストレイドッグ　警視庁監察官Q 3　（文庫） ヤ 天誅の剣　（文庫） 八木 荘司

鈴峯 紅也 ユ サーカスから来た執達吏 夕木 春央

タ 君と漕ぐ　4　（文庫） 武田 綾乃 ユ 明日、世界がこのままだったら 行成 薫

　2021年9月21日～2021年10月20日に受け入れした本の一部

                   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】

更年期障害だと思ってたら重病だった話

海が見える家 逆風　　（文庫）         はらだ みずき

燃える息                                      パリュスあや子

　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。

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１１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）

　　　　　　　　　　　　みやぎシルバーネット／編　

ベスト・エッセイ　2021       日本文藝家協会／編

90歳、こんなに長生きするなんて。　  　曽野 綾子

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

手洗い



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 281 図解眠れなくなるほど面白い戦国武将の話 493.7 治りにくい心の病 久保田 正春

923.7/ｳ 眠りの航路　　 呉 明益 　　　　　　　　　　　　　　　小和田 哲男／監修 495.1 だいたい更年期           　　　        安達 知子ほか／解説

930.2/ｻ 289.1 498.8 リモート疲れとストレスを癒す「休む技術」西多 昌規

933.6/ﾗ 507.9 トイドローン空撮&テクニック究極マスターBOOK　　

933.7/ｱ 289.3 509.5 全図解メーカーの仕事 山口 雄大

290.9 世界でいちばん観られている旅NAS DAILY 518.8 緑のランドスケープデザイン 山崎 誠子

933.7/ｵ 　　　　　　　　　　　ヌサイア・“NAS”・ヤシン 520.6 体当たり住宅経営 竹中 宣雄

933.7/ｻﾞ 302.2 なぜ日本は中国のカモなのか 石 平 535.2 機械式時計大全　 山田 五郎

933.7/ﾃﾞ 黒き瞳の肖像画（ポートレート）　　 304 日本分断計画 上念 司 537.2 トコトンやさしい電気自動車の本　　 廣田 幸嗣

304 不安に克つ思考　　　　　　クーリエ・ジャポン／編 576.5 アート手ごねせっけんと森の暮らし 三穂・Miho

933.7/ﾌ 彼と彼女の衝撃の瞬間（文庫）アリス・フィーニー 312.2 中国共産党帝国とウイグル　 橋爪 大三郎 588.5 大岡弘武のワインづくり 大岡 弘武

933.7/ﾚ 皮肉な終幕（文庫） リチャード・レヴィンソン 320.7 こども六法の使い方 山崎 聡一郎 590 暮らしvlogのはじめ方           　　  ドウガテック／監修

983/ﾚ 332.1 無駄をやめたらいいことだらけ 渡瀬 裕哉 594.3 お部屋を彩るインテリア小物 寺西 恵里子

338.1 投資家と起業家 山本 敏行 594.3 オトナ女子のウールクロッシェ Little Lion

ラベル 書　 名 著（編）者名 361.7 東京23区×格差と階級　　 橋本 健二 595.6 クイズ王式ダイエット 古川 洋平

L289 山田方谷ゼミナール　Vol.9 方谷研究会／編 361.8 格差と分断の社会地図 石井 光太 596 ほったらかして、完成です。　 misaki

L290 367.7 極上のおひとり死　　 松原 惇子 596

367.9 愛と差別と友情とLGBTQ+ 北丸 雄二 596 発酵暮らし 山田 奈美

L290.9 岡電バス読む旅のススメ　 一粒書房 368.6 高齢者を身近な危険から守る本 森 透匡／監修 597.5 大人の片づけ 一田 憲子

L596 369 伴走型支援　　　　　　　　　　　　 奥田 知志／ほか編 599.4 すぐ寝る、よく寝る赤ちゃんの本 ねんねママ

378 おうち療育をはじめよう!　 柳下 記子 627.7 サボテンの文化誌　　 ダン・トーレ

ラベル 書　 名 著（編）者名 379.9 松村式子育て仕掛学 松村 真宏 662.1 図解知識ゼロからの現代漁業入門          濱田 武士／監修

007.3 デジタル・ファシズム　　 堤 未果 382.2 遊牧の人類史 松原 正毅 720.7 プロ画家になる!　　 佐々木 豊

130.2 わたしたちはなぜ笑うのか 中山 元 383.8 食で読むヨーロッパ史2500年 遠藤 雅司 727 世界ピクト図鑑 児山 啓一

159 つながらない練習 安藤 美冬 385.6 日本一笑顔になれるお葬式 是枝 嗣人 780.1 競技で結果を出す食事術 高山 樹里

159.8 431.1 780.6 東京オリンピック2020　　特別報道写真集

168 448.9 地図帳の深読み　　100年の変遷 今尾 恵介 783 ボールと日本人 谷釜 尋徳

209.7 457.8 機能獲得の進化史 　土屋 健 788.2 日本プロレス70年史　平成・令和編   週刊プロレス／編

210.5 明暦の大火　　 岩本 馨 491.3 816 書く習慣　　　　　　　　　　　　　　　いしかわ ゆき

235.3 物語パリの歴史　　 福井 憲彦 492.7 常識がくつがえる若返り革命 了徳寺 健二 830 シンプルな英語　　 中山 裕木子

【外国の文学】

                                    白石 あづさ／文・写真

お天道様は見てる尾畠春夫のことば

約束してくれないか、父さん          ジョー・バイデン

晴れの国おかやま検定過去問題集　2022版

木曜殺人クラブ　　　 リチャード・オスマン

ボニーとアボリジニの伝説　

                   アーサー・アップフィールド　

ユドルフォ城の怪奇 上・下   アン・ラドクリフ

追跡不能　（文庫）　　セルゲイ・レベジェフ

　　　 ドリス・マイルズ・ディズニー

サワー・ハート　　　　　　ジェニー・ザン

謎ときサリンジャー　　　　　　竹内 康浩ほか

不老不死ビジネス　　                   チップ・ウォルター

はじめての電気圧力鍋              　　　   みない きぬこ　 　　　　

【実用書】

【郷土資料】

                         岡山商工会議所／問題作成

自分に集中する技術　　　　ジェイ・シェティ

元素創造　　　　　　　　　　キット・チャップマン1分で心が震えるプロの言葉100　 上阪 徹

20世紀のグローバル・ヒストリー　 北村 厚

ごっつぉ　２０２２       ビザビコンテンツ開発局


