
　2022年4月21日～2022年5月20日に受け入れした本の一部を

　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。

【日本の小説】（913.6） 【日本の随筆 (ｴｯｾｲ)】
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 これは経費で落ちません!9（文庫） 青木 祐子 ト 警視庁SM班 3（文庫） 富樫 倫太郎 もう一度、歩きだすために 

ア 花嫁、街道を行く 赤川 次郎 ド 小さき王たち　第1部 堂場 瞬一 　　　（大人の流儀 11）

イ マイクロスパイ・アンサンブル 伊坂 幸太郎 TRACE 内藤 了 914.6イ 折れない言葉 五木 寛之

イ 天下を買った女 伊東 潤 914.6サ センス・オブ・何だあ? 三宮 麻由子

ウ 布武の果て 上田 秀人 ナ やめるな外科医（文庫 泣くな研修医 4） 中山 祐次郎 914.6セ 遺す言葉 瀬戸内 寂聴

ウ 夢伝い 宇佐美 まこと ナ 属国の銃弾 永瀬 隼介 914.6ハ 灯をともす言葉（文庫） 花森 安治

ウ くるまの娘 宇佐見 りん ナ おんな与力花房英之介 4（文庫） 鳴神 響一 914.6モ 老いの正体 森村 誠一

オ さよならに反する現象 乙一 ニ パラレル・フィクショナル 西澤 保彦 914.6ヨ

オ 夏に祈りを 織守 きょうや ネ 泣き虫先生 ねじめ 正一

カ 本好きの下剋上　第5部 8 香月 美夜 ノ パパイヤ・ママイヤ 乗代 雄介 ラベル 書 　  名 著　者　名

カ 警視庁アウトサイダー 3（文庫） 加藤 実秋 ハ 花散る里の病棟 帚木 蓬生 910.2ヨ 忍者とは何か 吉丸 雄哉

カ 逆転のアリバイ（刑事花房京子シリーズ） 香納 諒一 ヒ マスカレード・ゲーム 東野 圭吾 910.2ニ 西村京太郎の推理世界 文藝春秋/刊

キ 孤剣の涯て 木下 昌輝 ヒ スクイッド荘の殺人 東川 篤哉 911.1ヒ 短歌の時間 東 直子/編著

コ 母子草の記憶 小杉 健治 フ 雨宿り（文庫 新・秋山久蔵御用控 13） 藤井 邦夫 911.6オ 私語と 尾崎 世界観

ゴ 五分後にホロリと江戸人情（文庫） 講談社 フ 団地のふたり 藤野 千夜 915.6セ 寂聴さん最後の手紙 瀬戸内 寂聴

サ 継承（文庫 鬼役 32） 坂岡 真 ホ 紙屋ふじさき記念館 5（文庫） ほしお さなえ 915.6タ 失われたTOKIOを求めて 高橋 源一郎

サ 萩の餅（文庫 花暦居酒屋ぜんや 2） 坂井 希久子 ホ にごりの月に誘われ 本城 雅人 916コ

ハロー・グッドバイ ミ 少年空海アインシュタイン時空を超える 三田 誠広

（東京バンドワゴン 17） ミ 公孫龍　巻2 宮城谷 昌光

シ 後宮の烏7（文庫 ） 白川 紺子 モ 京都寺町三条のホームズ 18（文庫） 望月 麻衣

セ ばけもの好む中将 11（文庫） 瀬川 貴次 モ リアルの私はどこにいる?（文庫） 森 博嗣

タ QED神鹿の棺 高田 崇史 ヤ 端午のとうふ（文庫） 山本 一力

タ 博士の長靴 瀧羽 麻子 ヤ 穢れの森の魔女 2（文庫） 山本 瑤

タ 崖っぷち長屋の守り神（文庫） 田中 啓文 ヨ 原郷の森 横尾 忠則

ツ 脱北航路 月村 了衛 ヨ 海蝶 2 吉川 英梨

ツ 二重らせんのスイッチ 辻堂 ゆめ ワ 髪追い（文庫 古道具屋皆塵堂 9） 輪渡 颯介

シ 小路 幸也

ナ

【その他の日本文学】

工学部ヒラノ教授と最後の学生たち　今野 浩

（文庫 東京駅おもてうら交番・堀北恵平 7）

倉敷市立図書館　　一般室

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6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

伊集院 静914.6イ

人は生きていく上で何が大切か　吉沢 久子

★ 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。

・マスクをご着用ください。

・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。

・ほかの利用者の方との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！



【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 209.5 世界史の考え方　 小川 幸司/編 590 笑う家事には福来る マキ

929.1イ そこに私が行ってもいいですか? イ グミ 210.2 土偶を読む図鑑 竹倉 史人 590.4 捨てて気楽に暮らす! あぽん

930.2モ 210.5 江戸の組織人 山本 博文 591

933.7ウ 222.0 超約版貞観政要 呉 兢/原作 森永 卓郎

933.7カ 289.1 真珠湾の代償 福井 雄三 593.3 大人のこなれワンピース　 日本ヴォーグ社/刊

　 291.0 594 ハギレのレシピ ブティック社/刊

933.7ス 595 部位別全身スキンケア大全 尾崎 由美/監修

　　　　　　　ジャネット・スケスリン・チャールズ 302.2 596

933.7ベ 井沢 元彦  　　　　　　　　　　　　　　　　食のスタジオ/編

963ピ 燃やされた現ナマ　　　       リカルド・ピグリア 304 頭のよさとは何か 和田 秀樹 597.9 しない掃除 みな

【郷土資料】 319.3 日本がウクライナになる日 河東 哲夫 599 12か月が楽しい!子どもの季節あそび HoiClue/編著

ラベル 書　 名 著（編）者名 331 池上彰の行動経済学入門 池上 彰/監修 601.1 SDGsを活かす地域づくり            白井 信雄/編著

L350 338.1 626.9 苗で決まる!自然菜園 竹内 孝功

L353 倉敷市統計書 令和３年版  倉敷市総務局総務部総務課/編 361.4 いい人なのに嫌われるわけ 石川 幹人 629.7 小さな庭をつくる 河野 義雄

L369 367.9 不倫と正義　 中野 信子 686.2

L375 379.9 子育ては声かけが9割 佐藤 亮子  　　　　　　　　　　　　「旅と鉄道」編集部/編

L521 津山 稲葉 なおと 383.8 699.6 何が記者を殺すのか 斉加 尚代

L611.3 瀬戸内食品ロス削減団 糸山 智栄/編著 404 科学のトリセツ 元村 有希子 702.0 世界をゆるがしたアート            スージー・ホッジ

L915 火片　Ｖｏｌ．２１０ 火片発行所/刊 410.4 数学ガールの秘密ノート　図形の証明 結城 浩 721.3 画聖雪舟の素顔 島尾 新

L940 431.1 怖くて眠れなくなる元素 左巻 健男 726.5 人生はごちそう 田村 セツコ

【実用書】 489.5 754.9 かんたんマスキングテープの本 mizutama

ラベル 書　 名 著（編）者名 491.3 すごい酪酸菌 江田 証 767.8 ザ・ソングライターズ 佐野 元春

002.7 私たちのときめき手帳&文具 日経BP/刊 493.1 口トレ・脚トレで“若返り”! 飯島 勝矢/監修 779.1 漫才論 オール巨人

007.6 世界一わかりやすいパソコン入門テキスト 川上 恭子 498.3 スタンフォードの眠れる教室 西野 精治 779.1 東京漫才 おぼん・こぼん

019.0 かれが最後に書いた本 津野 海太郎 499.8 心と体がととのうフィトセラピー 岡野 真弥 783.7 砂まみれの名将 加藤 弘士

070.1 何のために伝えるのか? 池上 彰 518.8 786.1 バテない登山技術 野中 径隆

141.5 おしゃべりな脳の研究　　チャールズ・ファニーハフ 536.0 絵解きニッポンのりもの図鑑　 山口 雅人 791.5 茶箱あそび、つれづれ ふくい ひろこ

146.8 イライラ・怒りをとる技術　 下園 壮太 559.0 戦争と科学者　 安斎 育郎 796.9 チェスを初めてやる人の本 小島 慎也/監修

159 頭がよくなる方法見るだけノート ひろゆき 589.2 60代から輝く! 藤原 民子 814.4 にゃんこ四字熟語辞典 西川 清史

159.7 589.2 教養としてのデニム 藤原 裕 837.8 たった3語でどんどん話せる英会話大特訓 山崎 祐一

パンダとわたし　　　　　　　　黒柳徹子と仲間たち

世界のSDGsスマートシティ　　エリン・グリフィス

寝台特急「サンライズ瀬戸・出雲」の旅   

世界のカレー図鑑      　　地球の歩き方編集室／編集

位置　２０２２　岡山県エッセイスト・クラブ／編集

楽しいことがいっぱい起こる!うまく老いる習慣　植西 聰

逃亡テレメトリー（文庫）            マーサ・ウェルズ

赤毛のアンから黒髪のエミリーへ          赤松 佳子

オシリスの呪いを打ち破れ　上・下（文庫）

ひとりの双子　　　　           ブリット・ベネット

長生き地獄にならないための老後のお金大全　

日本で最も美しい村をつくる人たち　

笑うまちには福来る　倉敷市社会福祉協議会/制作

みんなのまち くらしき ３年　　倉敷市教育委員会/刊

クライブ・カッスラー

あの図書館の彼女たち　　

岡山のすがた ２０２２  岡山県総合政策局統計分析課/編集・作成

　　　　　　　　季刊日本で最も美しい村制作チーム

ズボラ株投資　　　　　　　　　　草食系投資家LoK

時間がない人のためのやせる超速つくりおき293 朱子学に毒された中国毒されなかった日本


