
　2022年7月21日～2022年8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 ワ 嫌いなら呼ぶなよ 綿矢 りさ

ア マイ・プレゼント 青山 美智子 サ 恋ふらむ鳥は 澤田 瞳子

ア 見つけたいのは、光。 飛鳥井 千砂 シ 先祖探偵 新川 帆立 914.6/ｱ そして誰もゆとらなくなった 朝井 リョウ

イ リセット　　（文庫） 五十嵐 貴久 ス ギフテッド 鈴木 涼美 914.6/ｼ そのヘビ、ただのヒモかもよ! 新堂 冬樹

イ 幻告 五十嵐 律人 テ 武漢コンフィデンシャル 手嶋 龍一 914.6/ﾀ

イ 恋ごろも　（文庫 お江戸縁切り帖 3） 泉 ゆたか ト 長屋の花を散らすな 鳥羽 亮 914.6/ﾀ 居場所がないのがつらいです 高橋 源一郎

イ 修羅奔る夜 伊東 潤 （文庫　はぐれ長屋の用心棒 53） 914.6/ﾀ べつに怒ってない 武田 砂鉄

イ 神隠し　　（文庫  隠密船頭 9） 稲葉 稔 ド 小さき王たち　第2部 堂場 瞬一 914.6/ﾂ パリの空の下で、息子とぼくの3000日

イ 上田合戦仁義（文庫 三河雑兵心得 9） 井原 忠政 ナ 作家刑事毒島の嘲笑 中山 七里 辻 仁成

イ とんこつQ&A 今村 夏子 ナ 殺人者の白い檻 長岡 弘樹 914.6/ﾂ 紅色のあじさい 津村 節子

イ 蹴れ、彦五郎 今村 翔吾 ナ プリンシパル 長浦 京 914.6/ﾊ あした何着よう（美女入門 20）　林 真理子

イ サウンド・ポスト 岩城 けい ニ 十津川警部哀悼の列車が走る　 西村 京太郎

イ 煉獄蝶々 岩井 志麻子 ヌ 紙の梟 貫井 徳郎 ラベル 書 　  名 著　者　名

ウ 戦端　　（文庫 武商繚乱記 1） 上田 秀人 ハ こいごころ （しゃばけシリーズ　21）   畠中 恵 911.307/ﾅ 夏井いつきの「今日から一句」 夏井 いつき

カ 空を駆ける 梶 よう子 ハ 財布は踊る 原田 ひ香 911.368/ﾔ 山猫画句帖 山本 容子

カ 見習医ワトソンの追究 鏑木 蓮 フ 永代橋　　（文庫 隅田川御用日記 2） 藤原 緋沙子 912.6/ﾏ ドライブインカリフォルニア<2022>

カ ホ 菓子屋横丁月光荘　5　　（文庫） ほしお さなえ 松尾 スズキ

川瀬 七緒 ホ 残照 本城 雅人 913.434/ﾔ

キ チンギス紀　14 北方 謙三 マ ギニー・ファウル 前川 裕

ク 明日へのペダル 熊谷 達也 マ 三星京香、警察辞めました　（文庫） 松嶋 智左

コ アナベル・リイ 小池 真理子 マ ウクライナにいたら戦争が始まった 松岡 圭祐

コ 家庭用安心坑夫 小砂川 チト ミ 天海 三田 誠広

コ 約束の月　上・下 小杉 健治 ミ よって件のごとし（三島屋変調百物語8） 宮部 みゆき

（文庫 風烈廻り与力・青柳剣一郎 58 ・59） ヤ 聖夜のおでん（文庫　食堂のおばちゃん 12）

サ 八丁越 佐伯 泰英 山口 恵以子

（文庫  新・酔いどれ小籐次 24） ヤ あくてえ 山下 紘加

サ 紅だ! 桜庭 一樹 ヨ CF 吉村 萬壱

                   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９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)】

言葉の還る場所で　      谷川 俊太郎・俵万智

クローゼットファイル （仕立屋探偵桐ケ谷京介 2）　

平家物語（NHK100分de名著）　安田 登

【その他の日本文学】

★ 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。

・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

929.1/ｲ 夢を売る百貨店 イ ミイェ 007.1 AI・ロボットと共存の倫理 西垣 通ほか 470.3 キャンプで見られる植物図鑑 金田 洋一郎

929.1/ｷ ひこうき雲　 キム エラン 007.6 いちばんやさしい60代からのWindows 11　 481.7 動物行動学者、モモンガに怒られる 小林 朋道

929.1/ｿ プリズム                                       ソン ウォンピョン 塚原 久美 493.6 いくつになっても「骨」は育つ! 今泉 久美

933.7/ｲ ロボット・イン・ザ・ホスピタル   デボラ・インストール 015.6 読書会という幸福 向井 和美 493.9 子どものこころがそだつとき 笠原 麻里

933.7/ｳ 図書室の死体                        マーティ・ウィンゲイト 069.0 ときめきのミュージアムグッズ 大澤 夏美 498.3 寝る前ストレッチ　　　　　　　　白濱 龍太郎／講師

933.7/ｼ 帰りたい                                  カミーラ・シャムジー 115.3 人はどこまで合理的か　上・下　 498.6 パンデミックなき未来へ ビル・ゲイツ

933.7/ｽ 夏　 アリ・スミス スティーブン・ピンカー 502.1 世界が驚く日本のすごい科学と技術 左巻 健男ほか

933.7/ﾃﾞファイナル・ツイスト        ジェフリー・ディーヴァー 123.8 論語清談　　　　　　　　　　　西部 邁・福田 和也 538.9 僕たちはいつ宇宙に行けるのか 山崎 直子・竹内 薫

933.7/ﾄ テキサスのふたり                            ジム・トンプスン 159 孤独を生きる 齋藤 孝 588.5 沖縄戦と琉球泡盛 上野 敏彦

936/ﾏ 自閉症のぼくは書くことで息をする   ダーラ・マカナルティ 159.6 女性の覚悟 坂東 眞理子 590.4 ごみを出さない気持ちのいい暮らし 高砂 雅美ほか

943.7/ｶ 田舎医者/断食芸人/流刑地で カフカ 210.0 「お金」で読む日本史　　　　　　　本郷 和人／監修 592.7 楽しくできる!DIYで作る家具・小物 山田 芳照

945.7/ｹ 終戦日記一九四五                     エーリヒ・ケストナー 210.4 考証鎌倉殿をめぐる人びと 坂井 孝一 593.3 誰にでも似合う基本形の服 かたやま ゆうこ

953.7/ﾌ プラハのショパン　                     エリック・ファーユ 222 禁断の中国史 百田 尚樹 594.6 はじめてさんのつまみ細工 *Hanairo

969.3/ﾅ ニホンジン                               オスカール・ナカザト 280.4 組織で生き延びる45の秘策            池上 彰・佐藤 優 596 “炒めない”炒めもの 今井 亮

983/ｸﾞ 万物は流転する                     ワシーリー・グロスマン 290.9 世界遺産の歩き方　　　         　地球の歩き方編集室 596.2 ハツ江おばあちゃんの定番おうち洋食 高木 ハツ江

986/ｱ 311.7 そもそも民主主義ってなんですか? 宇野 重規 596.9 あっちこっち食器棚めぐり 伊藤 まさこ

331.1 経済指標読み方がわかる事典 森永 康平 597.5 1秒片づけ aki

ラベル 書　 名 　著（編）者名 336.3 仕事は自分ひとりでやらない 小田木 朝子 601.1 トカイナカに生きる　 神山 典士

L231 水島メモリーズ　 水島こども食堂ミソラ♪編 361.4 人間関係を半分降りる 鶴見 済 626.9 スーパーで買った野菜・果物で家庭菜園 のりんご

林 美帆・除本理史 364.6 結局、年金は何歳でもらうのが一番トクなのか 645.4 カヨと私 内澤 旬子

L302 ダカール大学客員教授　セネガル滞在日記　鈴井 宣行 増田 豊 673.3 売上の地図 池田 紀行

L602 近代岡山殖産に挑んだ人々　3 367.3 親子の法則 三凛 さとし 685.1 ズバリ合格!運転免許認知機能検査 宝島社

372 6カ国転校生ナージャの発見　　キリーロバ・ナージャ 694.6 使えてますか?スマホ 岡嶋 裕史／講師

L611 岡山の農産物のブランド化を考える 杉山 慎策 378 家族で支援する子どものASD　　　　宮尾 益知／監修 723 日本でしか観られない世界の名画 岡部 昌幸

L724 ドテラの中 佐藤 定／[画] 382.1 日本の絶滅危惧知識 吉川 さやか 726.9 祐琴のおしゃれかわいい重ね切り絵 祐琴

L756 刀剣図鑑　古備前刀工群・備前一文字 ホビージャパン 385.6 葬式消滅 島田 裕巳 748 花、瞬く光 蜷川 実花

L915 アレクサンドロス王とイチジク 岡 隆夫 407 桝太一が聞く科学の伝え方 桝 太一 783.7 コロナに翻弄された甲子園 小山 宣宏

L930 第三の父母　 与方 藤士朗 429.6 神の方程式 ミチオ・カク 796 谷川浩司精選詰将棋 谷川 浩司

L930 出帆 竹久 夢二 457.8 化石の復元、承ります。　　　　　　木村 由莉／監修 802 あなたの知らない、世界の希少言語　ゾラン・ニコリッチ

【実用書】

【郷土資料】

山陽放送学術文化・スポーツ振興財団

亜鉛の少年たち           スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ


