
　2022年10月21日～2022年11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） ラベル 書 　  名 著　者　名

ラベル 書 　  名 著　者　名 ラベル 書 　  名 著　者　名 914.6/イ　 湖上の空　　（文庫） 今村 翔吾

ア 幾千年の声を聞く 青羽 悠 シ プリテンド・ファーザー 白岩 玄 914.6/イ　 人生百年時代の歩き方　 五木 寛之

ア 赤ずきん、ピノキオ拾って死体と出会う。 青柳 碧人 タ 過怠 谷村 志穂 914.6/ウ 砂漠と異人たち 宇野 常寛

ア ULTIMATE EDITION 阿部 和重 タ 春いちばん 玉岡 かおる 914.6/オ 江戸の残映 岡本 綺堂

ア 容疑者は何も知らない  天野 節子 チ 機械仕掛けの太陽 知念 実希人 914.6/シ 融合しないブレンド 庄野 雄治

イ 歌麿の娘　  （文庫） 井川 香四郎 ツ 君といた日の続き 辻堂 ゆめ 914.6/ミ 皆川博子随筆精華　3 皆川 博子

イ 絶筆 石原 慎太郎 テ 川のほとりに立つ者は 寺地 はるな 914.6/ミ 湊かなえのことば結び 湊 かなえ

イ ゾンビ3.0 石川 智健 ト 北条氏康　3 富樫 倫太郎 914.6/ユ とりあえずお湯わかせ 柚木 麻子

イ 光のとこにいてね 一穂 ミチ ド 小さき王たち　第3部 堂場 瞬一

イ 天下大乱 伊東 潤 ナ 吉原と外 中島 要 ラベル 書 　  名 著　者　名

ウ 勘定侍柳生真剣勝負　6　　（文庫） 上田 秀人 ノ 半月の夜 野沢 直子 910.2/カ この父ありて 梯 久美子

ウ 変な絵 雨穴 ハ 拙者、妹がおりまして　7　　（文庫） 馳月 基矢 910.2/オ 大江健三郎の「義」 尾崎 真理子

ウ 老害の人 内館 牧子 ハ 老人ホテル 原田 ひ香 910.2/キ ビジュアル&デザインで愉しむ京極夏彦の世界

オ 銀の玉簪（文庫　八丁堀強妻物語 2） 岡本 さとる フ 律義者　　（文庫  新・知らぬが半兵衛手控帖 17） 京極 夏彦

オ 君のクイズ 小川 哲 藤井 邦夫 910.2/フ 負けない人生 古川 智映子

オ 潜熱 乙川 優三郎 フ 侵略少女 古野 まほろ 911.1/キ オールアラウンドユー 木下 龍也

オ なんとかしなくちゃ。　青雲編 恩田 陸 マ さっちゃんは、なぜ死んだのか? 真梨 幸子 915.6/ヤ 無人島のふたり 山本 文緒

カ 京都四条月岡サヨの板前茶屋 柏井 壽 ミ 女の敵には向かない職業 水生 大海 91６/ツ いただきますの山 束元 理恵

カ クロノス・ジョウンターの黎明 梶尾 真治 ミ おんなの花見　　（文庫） 宮本 紀子

キ バッド・コップ・スクワッド 木内 一裕 ミ 馬上の星 宮城谷 昌光

キ 門前町大変（文庫  新・木戸番影始末 4） 喜安 幸夫 ム ゆれる階 村松 友視

ク 天下大乱の刻 工藤 堅太郎 モ オメガ城の惨劇 森 博嗣

ク 世界の望む静謐 倉知 淳 モ 麻阿と豪 諸田 玲子

コ 乱れる海よ 小手鞠 るい ヤ サブスクの子と呼ばれて 山田 悠介

サ 一人二役　　（文庫 吉原裏同心 38） 佐伯 泰英 ヤ すべてのことはメッセージ 小説ユーミン 山内 マリコ

サ 春風同心十手日記　4　（文庫） 佐々木 裕一 ヨ 吹上奇譚　第4話 吉本 ばなな

サ 闇の聖域 佐々木 譲 ヨ 東京彰義伝 吉森 大祐

                   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12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

【日本の随筆 (ｴｯｾｲ)】

【その他の日本文学】
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★ 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
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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

923.7/ユ 文城 余 華 007.3 アフター・スティーブ トリップ・ミックル 457.8 前恐竜時代 土屋 健

930.2/ド シャーロック・ホームズ・バイブル 日暮 雅通 051.6 夢の砦 矢崎 泰久ほか 460.4 地球を救うスーパーヒーロー生き物図鑑 下村 政嗣ほか

933.7/イ 秘密にしていたこと セレステ・イング 100 ひと目でわかる哲学のしくみとはたらき図鑑　 488.9 にっぽんのスズメ 小宮 輝之／監修

933.７/ウ 小さなことばたちの辞書　　　　　　ピップ・ウィリアムズ 498.6 日本の感染症 菅又 昌実

933.７/エ ルビーが詰まった脚 ジョーン・エイキン 140 図解・最新心理学大事典 中野 明 518.8 災害列島の作法 土屋 信行

933.7/ク このやさしき大地　　　　ウィリアム・ケント・クルーガー 143.7 あなたのまわりの「高齢さん」の本 佐藤 眞一 524.4 旅する煉瓦 深尾 精一

933.7/グ 暗殺者の回想　上・下（文庫 ） マーク・グリーニー 152.2 結婚の技術 植草 美幸 546.8 知ってたのしい!鉄道の信号　　 土屋 武之ほか

933.7/セ ストロング・ポイズン    　　　　 ドロシー・Ｌ.セイヤーズ 159.7 13歳からの考える練習 マツダ ミヒロ 582.4 新・日本懐かし自販機大全　 魚谷 祐介

933.7/タ 噓は校舎のいたるところに（文庫 ） ハリエット・タイス 159.7 15歳の壁 和田 秀樹 590 60代ひとり暮らし明るく楽しく生きる術。 Mimi

933.7/デ どこまでも食いついて（文庫 ワニの町へ来たスパイ 5） 159.7 人生後半、上手にくだる 一田 憲子 593.3 ぽっちゃりさんもいろいろ気にせず着たい服 月居 良子

　　　 ジャナ・デリオン 188.4 瀬戸内寂聴ほほえみがたり 瀬戸内 寂聴 593.8 着物を楽しむ教科書　　　　　　　　　池田 由紀子／監修

933.7/バ 密室の魔術師（文庫）　　　　　　アントニイ・バウチャー 190 聖書がわかれば世界が見える　 池上 彰 594.8 針がいらないいとまき花 PieniSieni

933.7/ホ 夏　　　　　　　　　　　　　　　イーディス・ウォートン 210.3 風土記博物誌 三浦 佑之 596 おひとりさま薬膳 麻木 久仁子

933.7/ホ ホロヴィッツホラー　　　　　　アンソニー・ホロヴィッツ 213.6 江戸想像散歩 冨岡 一成 596.4 スープジャーで作る体にいい朝ラクスープ弁当

933.7/マ 平和という名の廃墟　上・下（文庫）　 233.0 中世イングランドの日常生活 トニ・マウント 植木 もも子

281.0 超・東大脳のつくりかた 五十嵐 才晴 597.5 収納上手のインテリア押入れ        　　 成美堂出版編集部

933.7/リ もっと遠くへ行こう。（文庫） イアン・リード 289.1 すばらしい失敗 ニコリ 666.9 メダカの飼育方法 青木 崇浩

935.7/シ いきている山 ナン・シェパード 291.6 女人京都 酒井 順子 670.9 短いのに感じがいいメールが悩まず書ける本 亀井 ゆかり

953.6/バ ラブイユーズ　　（文庫 ） バルザック 304 危機の地政学 イアン・ブレマー 673.9 かんたん主婦からの家事代行サービスの始め方 夢咲 ジュン

953.7/ル シェリ=ビビの最初の冒険　 ガストン・ルルー 317.7 白バイ隊員交通取り締まりとほほ日記 洋吾 673.9 「おいしい」を経済に変えた男たち 加藤 一隆

963/ナ 兎の島  エルビラ・ナバロ 349 水族館のアシカはいくらで買える? 野崎 敏彦 686.2 世界と日本の鉄道史 川辺 謙一

973/バ 家の本　　　　　　　　　　　　 アンドレア・バイヤーニ 364 10歳から使ってほしいみんなのお金とサービス大事典 693.8 切手デザイナーの仕事 間部 香代

井手 英策 699.6 史上最大の木曜日 戸部田 誠

ラベル 書　 名 　著（編）者名 385.6 日本喪服文化史 増田 美子 711.6 四季を彩る美しいヒンメリ 大岡 真奈

L289 山田方谷ゼミナール　Vol.10 方谷研究会 402 身の回りにあるノーベル賞がよくわかる本 かきもち 713 川崎誠二のちいさな木彫り 川崎 誠二

L290 中国・四国の山 岡本 良治 410.4 世界を支えるすごい数学  　　　　　イアン・スチュアート 724.4 基礎から学べる水彩画上達のポイント50 渋谷 綾乃

L295.3 「山村の生活」再訪 加賀 勝 431.1 元素に名前をつけるなら 江頭 和宏 743 名画から学ぶ写真の見方・撮り方　　　 東京カメラ部ほか

L930 岬 竹久 夢二 440.4 面白くて眠れなくなる宇宙 高水 裕一 791.6 茶花の見分けかた、育てかた 塩見 亮一

L960 日中の異文化ギャップがおもしろい! 武元 卓巳 450 かけらが語る地球と人類138億年の大図鑑
ミニ・ミュージ
アムほか

834 いきもの英単語 清水 建二

【外国の文学】 【実用書】

【郷土資料】

　　　　　　　　　　　　　　　　  アーカディ・マーティーン

　　　　　　　　　　　　　　　 川口 茂雄／日本語版監修


