
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 黒白の一族 明野 照葉 テ タイムマシンに乗れないぼくたち　 914.6/ｱ ないものねだるな 阿川 佐和子

ア 母の待つ里 浅田 次郎 ド 0 堂場 瞬一 914.6/ｺ 幸田文 老いの身じたく　 幸田 文

ア ボタニカ 朝井 まかて ナ 血の歌 なかにし 礼 914.6/ｽ 泣いてちゃごはんに遅れるよ 寿木 けい

イ 奔流の海 伊岡 瞬 ナ おわかれはモーツァルト 中山 七里 914.6/ﾅ まさかの日々 中野 翠

イ 熊本城の罠　（文庫） 井川 香四郎 ナ 鑑定人 氏家京太郎 中山 七里 914.6/ﾊ 日本人の宿題　 半藤 一利

イ 我が友、スミス　 石田 夏穂 ナ ミシンと金魚 永井 みみ 914.6/ﾏ 違和感ワンダーランド　 松尾 貴史

イ 新しい世界で 石持 浅海 ナ アキレウスの背中 長浦 京

イ 断罪のネバーモア　 市川 憂人 ナ 無邪気な神々の無慈悲なたわむれ　 七尾 与史 ラベル 書 　  名 著　者　名

イ 砂嵐に星屑 一穂 ミチ ナ 特許やぶりの女王 南原 詠 910.2/ｾ 寂聴さんに教わったこと 瀬尾 まなほ

ウ 開戦　（文庫　惣目付臨検仕る 3） 上田 秀人 ニ 土佐くろしお鉄道殺人事件 西村 京太郎 911.3/ﾅ

オ あずかりやさん　5　満天の星 大山 淳子 ニ サンセット・サンライズ 楡 周平 夏井 いつき

オ 愚かな薔薇 恩田 陸 ヌ 世界の美しさを思い知れ 額賀 澪 916/ｶ ホームレス収容所で暮らしてみた 川上 武志

カ 心霊探偵八雲INITIAL FILE魂の素数 神永 学 ノ 風が吹く　（文庫　めおと相談屋奮闘記 6）野口 卓 916/ｻ 介護は万事塞翁が馬 桜井 ひろ子

ク 朱より赤く 窪 美澄 ハ 約束　（文庫） 葉室 麟 916/ﾑ 家族 村井 理子

コ 向島・箱屋の新吉　新章2　（文庫） 小杉 健治 ハ ラストツアー　（佳代のキッチン 4） 原 宏一

コ 探花　（隠蔽捜査 9） 今野 敏 ヒ 怪物　 東山 彰良

サ 六つの村を越えて髭をなびかせる者 西條 奈加 ヒ さもなくば黙れ 平山 瑞穂

サ 異変ありや　（文庫　 空也十番勝負 6） 佐伯 泰英 フ その午後、巨匠たちは、 藤原 無雨

サ 少女を埋める　 桜庭 一樹 フ 岡っ引黒駒吉蔵　（文庫） 藤原 緋沙子

サ 新・浪人若さま新見左近　9　（文庫） 佐々木 裕一 ホ アクトレス 誉田 哲也

サ 山狩 笹本 稜平 マ コンビニ兄弟　2　（文庫） 町田 そのこ

ス 黛家の兄弟 砂原 浩太朗 マ 男の愛 町田 康

ス ブラックボックス 砂川 文次 ミ かくして彼女は宴で語る 宮内 悠介

セ おんなの女房 蟬谷 めぐ実 ム 桜風堂夢ものがたり　 村山 早紀

タ おとぎカンパニー　モンスター編 田丸 雅智 モ きりきり舞いのさようなら　 諸田 玲子

チ 江戸は浅草　4　（文庫） 知野 みさき ヤ マザー・マーダー 矢樹 純
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【日本の随筆 (ｴｯｾｲ)】

【その他の日本文学】

【日本の小説】（913.6）

夏井いつきの世界一わかりやすい俳句鑑賞の授業

寺地 はるな

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 159 相談する勇気 精神科医Tomy 493.7 他人をコントロールせずにはいられない人　　（朝日新書 847）片田 珠美

923.7/ﾘ 火守 劉 慈欣 164.1 日本神話がわかる神々のくらし　　 瓜生 中 495 もし親友が婦人科医で、何でも聞けるとしたら?  シーラ・デ・リス

933.7/ｸﾞ 冤罪法廷　上・下（文庫） ジョン・グリシャム 209.5 世界史を変えた24の革命　上・下　ピーター・ファタードー／編 521.8 キテレツ城あるき　　　　　　　　　　　長谷川ヨシテル　　　　　　

933.7/ｺ 警告　上・下（文庫）       マイクル・コナリー 210.0 もし幕末に広報がいたら 鈴木 正義 593.3 毎日コーデに活躍!!作って着回す大人服　　ブティック社

933.7/ﾌ チョコレートクリーム・パイが知っている（文庫）　　235.0 女性たちのフランス革命　クリスティーヌ・ル・ボゼック 596.0 こうして私は料理が得意になってしまった     有賀 薫

281.0 偉人しくじり図鑑 河合 敦 596 栗原家のごはん 栗原 心平

933.7/ﾏ レイン・ドッグズ（文庫） エイドリアン・マッキンティ 291.0 日本で見つけるまるで海外な絶景旅　　JTBパブリッシング 596 村上祥子80歳遺言レシピ 村上 祥子

936/ｼﾞ アウシュヴィッツを描いた少年 トーマス・ジーヴ 302.2 タリバンの眼　　 佐藤 和孝 596.3 冷やしとひと塩で魚はグッとうまくなる 前田 尚毅

936/ﾃ GROUP!            　　       クリスティ・テート 304 世界のニュースを日本人は何も知らない　3　谷本 真由美 611.3 食べものが足りない! 井出 留美

960.2/ｶﾞ 父ガルシア=マルケスの思い出  ロドリゴ・ガルシア 312.1 孤独の宰相 柳沢 高志 612.1 農的暮らしをはじめる本 榊田 みどり

976/ﾌﾞ アウシュヴィッツの小さな姉妹   タチアナ・ブッチ 317.7 誉田哲也が訊く! 誉田 哲也 616.7 豆くう人々 長谷川 清美

983/ｳ 緑の天幕　               リュドミラ・ウリツカヤ 324.6 親の財産を凍結から守る認知症対策ガイドブック　元木 翼 686.2 鉄道完乗のススメ　　　　　　　「旅と鉄道」編集部／編

330 大人のためのお金の教養 横山 光昭／監修 720.4 妄想美術館　 原田 マハ

ラベル 書　 名 著（編）者名 338.1 敗者のゲーム　　　　　　　　　　　チャールズ・エリス 721 戯画を楽しむ 濱田 信義

L209.7 岡山懐古紀行 武部 将治 361.4 なぜ人に会うのはつらいのか　　 斎藤 環 724.4 野村重存3色で描く水彩画の手ほどき 野村 重存

L289 山田方谷 至誠惻怛の人 栗谷川 虹 361.4 ふしぎな日本人　　 塚谷 泰生 754.9 楽しく遊ぼう!紙のおもちゃ部 moko

L377 361.4 見抜く力　　 竹内 一郎 754.9 マステで素敵にアレンジ楽しいギフトと飾りつけ　森 珠美

L728 華心 安藤 青児 367.7 父がひとりで死んでいた 如月 サラ 763.2 老後とピアノ 稲垣 えみ子

L753 柚木沙弥郎 　 平凡社 378 得意なこと苦手なことが極端なきみへ 高山 恵子 767.8 もういいかいまあだだよ 小椋 佳

386.1 史料が語る年中行事の起原 阿部 泉 778.8 韓国カルチャー　 伊東 順子

ラベル 書　 名 著（編）者名 388.1 日本の鬼図鑑 八木 透／監修 781.4 人生100年いきいき動ける大人のストレッチ    村山 巧

007.1 僕とアリスの夏物語　 谷口 忠大 404 清少納言がみていた宇宙と、わたしたちの 785.2 イントゥ・ザ・プラネット　　　　　　ジル・ハイナース

007.3 炎上社会を考える　　 伊藤 昌亮 　　　　　　　　みている宇宙は同じなのか?　　池内 了 789.8 忍びの者その正体 筒井 功

019.9 無敵の読解力　　 池上 彰 440 JAXAの先生!宇宙のきほんを教えてください!　中谷 一郎 791.0 凛として美しい内面の磨き方 竹田 理絵

041 「問う」を学ぶ 中村 桂子 440.1 宇宙は数式でできている　　 須藤 靖 792 心と体に効くお香のある生活　　　　　椎名 まさえ／監修

141.6 なぜ日本人は怒りやすくなったのか?　 安藤 俊介 450 地球の中身　　 廣瀬 敬 795 囲碁・AI流定石の基本と変化　　 山田 真生

146.8 孤独とお金の不安から解放してくれる25の呪文　大嶋信頼 490.1 死という人生の贈り物 田頭 真一 796 藤井聡太の選択 谷合 廣紀

159 ゲッターズ飯田の占いよりも大切な話 ゲッターズ飯田 491.1 はたらく内臓 坂井 建雄／監修 796.0 将棋記者が迫る棋士の勝負哲学 村瀬 信也

159 最高の幸せは、不幸の顔をしてやってくる!　しんちゃん 493.4 腸活にいいこと超大全 小林 弘幸 809.2 元NHKアナウンサーが教える話し方は3割　 松本 和也

159.8 折れない心をつくるいい言葉 斎藤 茂太 493.6 腰痛は座り方が9割 碓田 拓磨 832 英語の語源大全 清水 建二

【外国の文学】

ジョアン・フルーク

【実用書】

【郷土資料】

岡山県大学ガイド　2023　岡山県・大学コンソーシアム岡山



キテレツ城あるき　　　　　　　　　　　長谷川ヨシテル　　　　　　


