
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 同志少女よ、敵を撃て 逢坂 冬馬 シ 愛じゃないならこれは何 914.6/ｱ ぜんぶ愛。 安藤 桃子

ア マンモスの抜け殻 相場 英雄 シ ダブルバインド 城山 真一 914.6/ｲ すごいトシヨリ散歩 池内 紀

ア 蚕の王 安東 能明 ス かぐや姫、物語を書きかえろ! 雀野 日名子 914.6/ｺ 月夜の森の梟 小池 真理子

イ ミチクサ先生　上・下 伊集院 静 タ 采女の怨霊 高田 崇史 914.6/ｿ 一人でぽつんと生きればいい 曽野 綾子

イ パラソルでパラシュート 一穂 ミチ チ 出世商人　4（文庫） 千野 隆司 914.6/ﾊ 三十代の初体験 羽田 圭介

イ 夜叉の都 伊東 潤 ツ 現代生活独習ノート 津村 記久子 914.6/ﾊ ヘイケイ日記 花房 観音

ウ 日雇い浪人生活録　12（文庫） 上田 秀人 ナ その花の名を知らず　 長野 まゆみ

オ 鬼哭洞事件 太田 忠司 ニ 特急リバティ会津111号のアリバイ　 西村 京太郎 ラベル 書 　  名 著　者　名

カ おおあんごう 加賀 翔 ニ 黄金の刻 楡 周平 910.2/ﾎ 星新一の思想 浅羽 通明

カ 吾妻おもかげ 梶 よう子 ハ 黄金旅程 馳 星周 911.3/ﾋ

カ ロミオとジュリエットと三人の魔女 門井 慶喜 ハ 御坊日々 畠中 恵 

カ 絞め殺しの樹 河崎 秋子 ハ 滅私 羽田 圭介 915.6/ﾀ 田辺聖子十八歳の日の記録 田辺 聖子

カ ハ 李王家の縁談 林 真理子 916/ﾊ

キ チンギス紀　12 北方 謙三 ハ やまのめの六人 原 浩 918.6/ﾊ ハムレット!ハムレット!! 谷川 俊太郎 ほか

ク R.I.P. 久坂部 羊 フ ディープフェイク 福田 和代 

ク 熔果 黒川 博行 フ 福の神（文庫  大江戸閻魔帳） 藤井 邦夫

コ 君の名前の横顔 河野 裕 フ 山亭ミアキス 古内 一絵 

コ マ アルセーヌ・ルパン対明智小五郎（文庫） 松岡 圭祐

小杉 健治 ミ ハッピーリフォーム 未上 夕二 

コ 女性失格 小手鞠 るい ミ 博多さっぱそうらん記 三崎 亜記 

コ おはようおかえり 近藤 史恵 ミ あなたが選ぶ結末は 水生 大海 

サ パパララレレルル 最果 タヒ ミ 赫衣の闇 三津田 信三

サ 雪見酒（文庫  新・酔いどれ小籐次 ） 佐伯 泰英 ヤ 北斗の邦へ翔べ 谷津 矢車

サ アスベストス 佐伯 一麦 ヤ 原罪 山本 音也 

サ ユ 四月の岸辺 湯浅 真尋 

坂岡 真 ヨ ミス・パーフェクトが行く! 横関 大 
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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



【外国の文学】 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 146.8 443.9 宇宙はなぜ美しいのか 村山 斉

929.14/ﾚ 私は私に時間をあげることにした レディーダック 大嶋 信頼 488.5 ドードーをめぐる堂々めぐり 川端 裕人

933.7/ﾊ ガラスの顔　　フランシス・ハーディング 146.8 追い求めるのをやめてみた。 妹尾 まみ 490.1 ACP人生会議でこころのケア 大下 大圓

933.7/ﾊﾟ 2084年報告書 148.5 絶対!運がよくなる家相・方位占い 村野 弘味 490.9 漢方生活を楽しむ教科書　　　　　櫻井 大典／監修

ジェームズ・ローレンス・パウエル 148.8 風の時代の未来予測 yuji 491.9 人の研究を笑うな 藤田 紘一郎

933.7/ﾎﾞ 貧乏お嬢さま、追憶の館へ 159.6 人生は、もっと、自分で決めていい 薄井 シンシア 493.8 家族のためのうつ病 神庭 重信／監修

（ 英国王妃の事件ファイル 14） リース・ボウエン 159.7 60歳からの教科書 藤原 和博 493.8 「感染」の社会史 村上 宏昭

933.7/ﾌ ゲストリスト　　　ルーシー・フォーリー 210.02 はじめての考古学 松木 武彦 494.6 完全図解坐骨神経痛　　　　　　　井須 豊彦／監修

933.7/ﾐ 夜の声　　　スティーヴン・ミルハウザー 210.04 地形で読む日本 金田 章裕 496.7 鼻スッキリで夜ぐっすり 高島 雅之

943.7/ﾉ 母の日に死んだ（文庫） 210.1 中国史とつなげて学ぶ日本全史 岡本 隆司 521.8 日本の城語辞典 萩原 さちこ

ネレ・ノイハウス 210.4 鎌倉殿を立てた北条家の叡智 加来 耕三 527 災害に強い家はこうつくる 七呂 恵介

963/ﾈ 赤い魚の夫婦　 グアダルーペ・ネッテル 210.5 幕末大江戸のおまわりさん 西脇 康 547.4 正しく怖がるフィッシング詐欺 大角 祐介

963/ﾊﾞ ケルト人の夢　マリオ・バルガス=リョサ 281 589.2 おしゃれ迷子はこの指とまれ! 山際 恵美子

【郷土資料】 金谷 俊一郎 594.3 棒針で編むいきもの模様の冬こもの

ラベル 書　 名 著（編）者名 302.5 コロナ禍のアメリカを行く　デール・マハリッジ みぞはた ひろみ

L206 二千年の歴史・岡山の輝き 312.1 永田町動物園 亀井 静香 594.9 衣食住を彩る水引レシピ 田中 杏奈

岡山歴史研究会 316.1 地図とデータで見る人権の世界ハンドブック 594 北欧ぐらしの布小物 オルソン恵子

L318.8 岡山まちづくり探検 岩淵 泰 カトリーヌ・ヴィトール・ド・ヴァンダン 595.4 1分ヘア革命 AYAMAR

L388 おかやま鳥の民話 立石 憲利 335 596.04藤川家のごはん 藤川 英子

【実用書】 宮嵜 太郎 596.3 豆腐が主役になる56のレシピ 池上 保子

ラベル 書　 名 著（編）者名 336.2 仕事はかどり図鑑 河西 紀明 596.6 季節のくだものでつくる焼き菓子 嶋崎 かづこ

002.7 卒論・修論研究の攻略本 石原 尚 336.5 片づけが9割 清水 申彦 645.6 はじめての犬ごはんの教科書 俵森 朋子

002.7 スケッチジャーナル　　　ハヤテノ コウジ 338.1 694.6 このまま真似るだけスマホアプリ講座 岡嶋 裕史

007.3 教養としてのデジタル講義 福山 貴義 723.3 フェルメールとそのライバルたち 小林 頼子

ハル・アベルソン 361.4 超話し方図鑑 五百田 達成 725.5 超絶リアルな色鉛筆画のテクニック ここまる

007.3 5000日後の世界　　　ケヴィン・ケリー 366.3 大人のいじめ 坂倉 昇平 753.2 志村ふくみ染めと織り 志村 ふくみ

007.3 NFTの教科書 天羽 健介 367.3 親子の手帖 鳥羽 和久 780.7 筋トレの科学　　　　　　オースティン・カレント

140 文系のためのめっちゃやさしい心理学 367.9 やらねばならぬと思いつつ シオリーヌ 796 観る将のための将棋ガイド 山口 絵美菜

下山 晴彦／監修 378 パンツを脱いじゃう子どもたち 坂爪 真吾 809.2 話し方に自信がもてる声の磨き方 村松 由美子

141.6 なぜ私は怒れないのだろう 安藤 俊介 410.4 見えないときに、見る力。 谷川 祐基 835.6 英語の前置詞使いわけ図鑑 清水 建二

中学生にもわかる会社の創り方・拡げ方・売り方

ビビリ投資家が考えた、買ったら永遠に売らない株投資法

「空気読みすぎ」さんの心のモヤモヤが晴れる本

教養として知っておきたい「日本史の200人」一問一答


