
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 ツ ビタートラップ 月村 了衛 914.6/ｱ 七転びなのに八起きできるわけ 浅暮 三文

青柳 碧人 ツ 闇祓 辻村 深月 914.6/ｵ 遠慮深いうたた寝 小川 洋子

ア 大鞠家殺人事件 芦辺 拓 ド 幻の旗の下に 堂場 瞬一 914.6/ｺ 今夜もそっとおやすみなさい 小手鞠 るい

イ ペッパーズ・ゴースト 伊坂 幸太郎 ナ 万葉と沙羅 中江 有里 914.6/ｼ

イ 武士の流儀　6　　（文庫） 稲葉 稔 ナ ルーティーンズ 長嶋 有 914.6/ｿ 九十歳 曽野 綾子

イ 塞王の楯 今村 翔吾 ニ 妻の罪状　（文庫） 新津 きよみ 914.6/ﾁ 胃が合うふたり 千早 茜

ウ 流葉断の太刀　（文庫 裏用心棒譚） 上田 秀人 ニ 虚魚(そらざかな) 新名 智

ウ 剣樹抄　2 冲方 丁 ニ 夜が明ける 西 加奈子 ラベル 書 　  名 著　者　名

エ 秋のカテドラル 遠藤 周作 ヌ 邯鄲の島遙かなり　下 貫井 徳郎 910.2/ｵ ご機嫌剛爺 逢坂 剛

オ あの春がゆき この夏がきて 乙川 優三郎 ネ 猫はわかっている　（文庫）　　　村山 由佳ほか 910.2/ﾖ 犬神家の戸籍 遠藤 正敬

オ ミニシアターの六人 小野寺 史宜 ハ 笑うマトリョーシカ 早見 和真 911.3/ﾏ 暮らしの中の二十四節気 黛 まどか

カ どこいくの  （文庫 わるじい慈剣帖） 風野 真知雄 ヒ 国萌ゆる 平谷 美樹 915.6/ｷ 憂行日記 北 杜夫

キ 剛心 木内 昇 フ モンスターと食卓を　3　（文庫） 椹野 道流 915.6/ｸ 旅する少年 黒川 創

キ 中野のお父さんの快刀乱麻 北村 薫 フ 天眼通（文庫 新・知らぬが半兵衛手控帖） 藤井 邦夫 916/ｼ

キ 砂に埋もれる犬 桐野 夏生 フ 竹笛　（文庫 橋廻り同心・平七郎控） 藤原 緋沙子

コ 恩がえし（文庫 風烈廻り与力・青柳剣一郎） 小杉 健治 フ 死にふさわしい罪 藤本 ひとみ

コ ボーダーライト 今野 敏 ホ 黙約のメス 本城 雅人

サ 陰の人　　（文庫 吉原裏同心） 佐伯 泰英 ホ フェイクフィクション 誉田 哲也

サ すみれ飴　　（文庫 花暦居酒屋ぜんや） 坂井 希久子 マ 畏れ入谷の彼女の柘榴 舞城 王太郎

サ 雲雀の太刀　　（文庫 公家武者信平） 佐々木 裕一 マ 星を掬う 町田 そのこ

サ 怖ガラセ屋サン 澤村 伊智 マ レインメーカー 真山 仁

シ 失われた岬 篠田 節子 ミ 残照の頂　（山女日記 続） 湊 かなえ

シ 真・慶安太平記 真保 裕一 モ 歌の終わりは海 森 博嗣

シ ものがたりの賊(やから) 真藤 順丈 ユ らんたん 柚木 麻子

ダ シリウスの反証 大門 剛明 ヨ 青髪鬼（横溝正史少年小説コレクション） 横溝 正史

チ 古米三千俵（文庫 新・入り婿侍商い帖） 千野 隆司 ワ 菊香の夢　（文庫 花人始末 ） 和田 はつ子

                   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】

少女たちの戦争　　　　　　　中央公論新社／編

【日本の小説】（913.6）

ミルクとコロナ　　　　白岩 玄・山崎ナオコーラ

むかしむかしあるところに、やっぱり死体がありました。
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　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。

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 188.7 私の親鸞　 五木 寛之 443.9

929.1/ｲ 世界を超えて私はあなたに会いに行く イ コンニム 210.0 463.7 いきもののカタチ 近藤 滋

930.2/ﾄ 210.3 日本の呪術 繁田 信一 481.3 うんち学入門 増田 隆一

931.7/ｴ 210.7 491.3 呼吸の科学 石田 浩司

933.6/ｽ 493.1

933.7/ﾎﾟ/ 280.4 独身偉人伝 長山 靖生 493.8 家族と自分を感染症から守る本 岡田 晴恵

933.7/ﾗ 288.1 498.6 コロナとワクチンの全貌 小林 よしのり

941.6/ｹﾞ ゲーテからの贈り物 ゲーテ 289.1 ゴミに未来を託した男 杉本 裕明 507.9

943.7/ﾋ 詐欺師の楽園　 291.0 527 がまんしない家 水越 美枝子

293.8 夕暮れに夜明けの歌を 奈倉 有里 535.8 大人めがねスタイル 主婦の友社／編

953.7/ｱ 302.1 これが日本の正体! 池上 彰 547.4 そろそろNotion 近藤 容司郎

302.2 タリバン復権の真実 中田 考 547.4 ライブ配信ハンドブック 田口 真行

979.1/ｶ 304 コロナ後の世界 内田 樹 589.2

317.7 職務質問　 古野 まほろ 590.4 大切なこと 内田 彩仍

ラベル 書　 名 著（編）者名 321 法的思考のススメ 尾島 史賢 593.3 10年先まで着られる服 香田 あおい

L289 博物学者佐藤清明の世界　（岡山文庫） 333.8 わたしは「セロ弾きのゴーシュ」 中村 哲 594.7 バッグ作りの教科書 越膳 夕香

336.2 ガチ速仕事術 大原 昌人 596 レンチンレベチ飯 大西 哲也

L521 336.9 スーツは経費で落ちますか? 高橋 浩之 598.2 妊娠・出産ガイドBOOK 渡邊 理子／監修

上田 恭嗣 338.1 お金に愛される真・投資術 与沢 翼 629.9 おうち野菜づくり 宮崎 大輔

361.4 675 サブスクリプションの教科書 佐藤 剛

ラベル 書　 名 著（編）者名 植西 聰 686.2 空鉄 吉永 陽一

002.7 365.3 絶対後悔しない!豪雨・地震に強い住まい選び 小口 悦央／監修 699.3 たたかわない生き方 大下 容子

007.6 パワポdeデザイン 菅 新汰 366.4 給与明細から読み解くお金のしくみ 高橋 創／監修 702.1 清水寺のみほとけ 清水寺／監修

015.2 366.7 754.9 ミニチュアおりがみベーカリー 横田 洋子

019.9 ここに物語が 梨木 香歩 367.2 767.8 ポップス歌手の耐えられない軽さ 桑田 佳祐

019.9 米澤屋書店 米澤 穂信 369 772.1 母との食卓　　（まあいいか 3） 大竹 しのぶ

049 絶滅危惧動作図鑑 藪本 晶子 379.7 オンライン時代の大人の勉強法&プレゼン術 日経BP／刊 786 焚き火の作法 寒川 一

104 はたらく哲学 佐藤 優 379.9 比べない子育て 田宮 由美 796.0 最年少三冠王藤井聡太　　　　将棋世界編集部／編

159 私は昨日まで日本を愛していた 里中 李生 384.9 遊廓と日本人 田中 優子 816 ゼロから始める文章教室 小川 こころ

159.4 藤崎流関係力 藤崎 忍 388.1 鬼の話 次重 寛禧 837.5 英語で味わえるようになる名言366 福田 尚弘

宇宙のはじまり　　　　　ニュートン プレス／刊

やせる科学　　　　　　　ニュートン プレス／刊

ジオラマ製作入門　　　　　　 イカロス出版／刊

大人になったら、着たい服　'21-'22秋冬   主婦と生活社／刊

史書を旅する　　　　　　　読売新聞文化部／編

名字の歴史　　　　　　　　　　 森岡 浩／監修

ふるさと再発見の旅  中国地方   清永 安雄／撮影

【外国の文学】

地図と写真でみる半藤一利「昭和史1926-1945」                                    

地理情報開発／編

赤いランプ　　　　 　　M.R.ラインハート

さらわれて　　　　　R.L.スティーブンソン

女たちが死んだ街で      アイヴィ・ポコーダ

荒地　　　　　　　　　　　T.S.エリオット

ノスタルジア　　  ミルチャ・カルタレスク

ヴォルフガング・ヒルデスハイマー

J.R.R.トールキンの世界　　ジョン・ガース

アメリー・アントワーヌ

ずっとあなたを見ている（文庫）

【実用書】

【郷土資料】

ヤングでは終わらないヤングケアラー     仲田 海人／編著

佐藤清明資料保存会／編

技師を志した江川三郎八の建築　（岡山文庫）

TAKE NOTES!　　ズンク・アーレンス

100万回死んだねこ　　福井県立図書館

性差(ジェンダー)の日本史　国立歴史民俗博物館／監修

人間関係で「疲れない心」に変わる言いかえのコツ

ワーク・ファミリー・バランス  高橋 美恵子／編


