
２０２１年１２月２１日～２０２２年１月２０日に受け入れした本の一部を

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 教え子殺し 愛川 晶 シ お勝手のあん　5　　（文庫） 柴田 よしき 914.6/ｱ 「美しい」のものさし AYANA

ア 底惚れ 青山 文平 シ 恋侍　中目黒世直し編 柴崎 竜人 914.6/ｲ 空を見てますか…　13 池辺 晋一郎

ア 仁王の本願 赤神 諒 シ ジミー・ハワードのジッポー 柴田 哲孝 914.6/ｲ 一期一会の人びと 五木 寛之

ア 泥棒は幻を見ない　　 赤川 次郎 シ 都会のラクダ 渋谷 龍太 914.6/ｵ ただいま見直し中 小川 奈緒

ア 捜査線上の夕映え　　 有栖川 有栖 かすてぼうろ 武川 佑 914.6/ｷ モヤモヤするけどスッキリ暮らす 岸本 葉子

イ 能面鬼 五十嵐 貴久 タ 濁り水　　 日明 恩 914.6/ｻ 紳士の「品格」　3 笹川 陽平

イ 威風堂々　上・下 伊東 潤 タ 古道具おもかげ屋　　（文庫） 田牧 大和 914.6/ｻ 神様の友達の友達の友達はぼく 最果 タヒ

イ 縁むすび（文庫・研ぎ師人情始末） 稲葉 稔 チ 真夜中のマリオネット 知念 実希人 914.6/ｽ

エ ひとりでカラカサさしてゆく 江國 香織 チ 尚武の志（文庫・おれは一万石） 千野 隆司 スズキ ナオ

オ 鰻と甘酒（文庫・居酒屋お夏 春夏秋冬） デ 花のなごり 出久根 達郎 914.6/ｿ 自分の価値　　 曽野 綾子

岡本 さとる ト 教育 遠野 遙 914.6/ﾀ 人間の懊悩 高橋 三千綱

オ まっすぐな遠まわり 岡田 瑳久 ナ 全裸刑事(デカ)チャーリー 七尾 与史 914.6/ﾆ にっこり、洋食 江国　香織ほか

オ 求めよ、さらば 奥田 亜希子 ノ 皆のあらばしり 乗代 雄介 914.6/ﾋ 百年のチクタク 比企 寿美子

オ 僕は失くした恋しか歌えない 小佐野 彈 ハ 闘資 浜口 倫太郎 914.6/ﾐ 若狭がたり　2 水上 勉

オ 残月記 小田 雅久仁 ハ 椿平九郎留守居秘録　4（文庫） 早見 俊 914.6/ﾓ 追懐のコヨーテ（文庫 ） 森 博嗣

オ 一ノ瀬ユウナが浮いている 乙一 フ 凶状持（文庫・ 新・秋山久蔵御用控） 藤井 邦夫 914.6/ﾔ 吉祥寺ドリーミン 山田 詠美

カ もう別れてもいいですか 垣谷 美雨 ホ 四十過ぎたら出世が仕事 本城 雅人 914.6/ﾖ 「違うこと」をしないこと（文庫） 吉本 ばなな

カ ミーツ・ザ・ワールド 金原 ひとみ マ 一九六一東京ハウス 真梨 幸子

キ リズム・マム・キル 北原 真理 ム にべ屋往来記 村木 嵐

ク 光と風の国で（文庫・お江戸甘味処谷中はつねや） モ 卵の中の刺殺体　 門前 典之

倉阪 鬼一郎 ヤ 一九四〇命の輸送 安田 亘宏

コ 楽園の殺人 越尾 圭 ヤ ゆうれい居酒屋　（文庫 ） 山口 恵以子

コ 間者（文庫・蘭方医・宇津木新吾） 小杉 健治 ヤ 人形姫 山本 幸久

サ 師匠（文庫・ 鬼役伝 ） 坂岡 真 ヨ 北町奉行所前腰掛け茶屋3（文庫） 吉田 雄亮

サ 偽装同盟 佐々木 譲 ヨ ミトンとふびん 吉本 ばなな

サ 真田の兵ども 佐々木 功 ヨ ミス・サンシャイン 吉田 修一

シ 答えは風のなか 重松 清 リ 生を祝う 李 琴峰

シ 狐の眉刷毛（文庫・小烏神社奇譚） ワ 団十郎菓子（文庫・料理人季蔵捕物控）

篠 綾子 和田 はつ子

遅く起きた日曜日にいつもの自分
じゃないほうを選ぶ

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

  ２０２２年２月号

　　     　　玉島図書館　　　℡　086-526-6011

　　     　　船穂図書館　　　℡　086-552-9300
  倉敷市立図書館　　一般室

【日本の随筆（エッセイ）】

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。

※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）

★ 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、ご利用をお控えください。

・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します。

・長時間の滞在はお控えください。

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 　（編）著　者　名

901.3/ｽ 何がなんでも長編小説が書きたい! 鈴木 輝一郎 007.1 顔認証の教科書 今岡 仁 493.1 毎日の冷えとり漢方 川嶋 朗

901.3/ﾖ 作家で億は稼げません 吉田 親司 019.9 齋藤孝の冒頭文de文学案内 齋藤 孝 493.6 肩と首はもまずにつまんで、ゆらしなさい

910.2/ｼ 教養としての芥川賞 重里 徹也 146.1 ハブられても生き残るための深層心理学 土屋 元明

910.2/ｵ 作家の値うち 小川 榮太郎 きたやま おさむ 498.3 タキミカ体操 瀧島 未香

910.2/ﾌ 海坂藩に吹く風 湯川 豊 159 丁寧道 武田 双雲 498.5 冨永愛 美をつくる食事 冨永 愛

911.1/ｷ あなたのための短歌集 木下 龍也 159.6 やわらかい知性　　 坂東 眞理子 588.5 じつは私たち、菌のおかげで生きています

911.3/ｲ 本当は逢いたし 池田 澄子 159.7 ちょうどいい孤独 鎌田 實 今野 宏

911.3/ﾄ 東京マッハ 千野 帽子 182.1 <図説>日本呪術全書 豊嶋 泰國 590 小さな暮らしは生きやすい おふみ

911.3/ﾂ 次の角を曲がったら話そう 伊集院 光／監修 210.6 半藤一利語りつくした戦争と平和 半藤 一利 590 暮らしの民藝 萩原 健太郎

913.2/ｵ ラノベ古事記 日本の建国と初国シラス物語 小野寺 優[訳] 221 一冊でわかる韓国史　　 六反田 豊／監修 592.7 これならできる!DIYで作る収納家具 山田 芳照

916/ｼ ニワトリと卵と、息子の思春期 繁延 あづさ 280.4 人間晩年図巻　2004-07年 関川 夏央 593.3 作りながらマスターする、ソーイングの基礎

【外国の文学】 281.0 泣ける日本史 真山 知幸 月居 良子

ラベル 書 　  名 　著（編）者　名 288.4 昭和天皇拝謁記　1 田島 道治 596 オールブランの腸活レシピ 主婦の友社

923.7/ﾘ 円 劉 慈欣 289.1 家政婦は見た! 木下 純代 596.2 しゃばけごはん　　（文庫） 畠中 恵

929.1/ｲ ペイント イ ヒヨン 289.1 挑戦 山中 伸弥 596.3 肝を喰う 小泉 武夫

929.1/ｸ まだまだという言葉 クォン ヨソン 301 上流思考 ダン・ヒース 597.5 世界一親切な片づけの教科書 長島 ゆか

933.7/ﾄﾞ 星のせいにして エマ・ドナヒュー 304 裏道を行け　　 橘 玲 611.3 食べる経済学　　 下川 哲

933.7/ﾍﾞ ゴルファーズ・キャロル ロバート・ベイリー 312.2 バブル崩壊前夜を迎えた中国の奈落 石 平 645.6 ペットの命を守る本 サニー カミヤ

953.7/ｱ 死まで139歩　　 ポール・アルテ 327.1 生涯弁護人　1・２ 弘中 惇一郎 686.2 山陽本線126駅 鼠入 昌史

973/ｼﾞ 338.1 株の超入門書 安恒 理 743.7 ステキに魅せる写真ワザ 今井 しのぶ

361.4 人は聞き方が9割 永松 茂久 750 ふきさんのシーズンおもちゃ大百科 佐藤 蕗

ラベル 書 　  名 　著（編）者　名 361.4 なぜか感じがいい人のかわいい言い方 754.9 カミキィの<気持ちが伝わる>贈り物おりがみ

L051 高梁川　７９号 高梁川流域連盟 山崎 拓巳 カミキィ

L236 鴨方藩　　 藤尾 隆志 367.3 ママはパパがこわいの? ゆむい 760.4 花を聴く花を読む 青柳 いづみこ

L335 私の座右の銘 桐野　宏司 367.4 離婚約、してみました。 のらりくらら 772.1 みんな、本当はおひとりさま 久本 雅美

L378 「学童保育×作業療法」コンサルテーション入門 369.4 シングルマザー、その後　　 黒川 祥子 779.1 生きるために、捨ててみた。 だいた ひかる

小林 隆司／監修 369.4 児童養護施設という私のおうち 田中 れいか 786.1 実践!安心登山 洞井 孝雄

L915 詩人井奥行彦なんば・みちこ夫妻物語 重光 はるみ 385.9 99%人に好かれる「礼儀正しい人」 鹿島 しのぶ 796 これだけで勝てる矢倉のコツ　 大平 武洋

L915 火片七〇周年記念アンソロジイ 火片発行所 388 モンスターにされた生き物たち 稲垣 栄洋 810.4 日本語はこわくない 飯間 浩明

L927 カウラの班長会議 坂手 洋二 469.2 人類はできそこないである　　 斎藤 成也 818 それいけ!方言探偵団　 篠崎 晃一

【その他の日本文学】 【実用書】

【郷土資料】

天に焦がれて　　　　　　　　　　　　　　パオロ・ジョルダーノ


