
　2022年9月21日～2022年10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　 40歳からは自由に生きる 池田 清彦

ア 慶喜暗殺（文庫） 阿井 渉介 コ 情け深川 恋女房（文庫） 小杉 健治 914.6/カ ひとり遊びぞ我はまされる 川本 三郎

ア はぐれんぼう 青山 七恵 サ シャドウワーク 佐野 広実 914.6/ク 虎のたましい人魚の涙 くどう れいん

ア 森江春策の災難 芦辺 拓 サ 人間みたいに生きている 佐原 ひかり 914.6/コ お母ちゃんの鬼退治 小手鞠 るい

ア あなたへの挑戦状 阿津川 辰海 シ あらゆる薔薇のために 潮谷 験 914.6/ツ この星で生きる理由 佐治 晴夫

ア あなたの涙は蜜の味（文庫 イヤミス傑作選） シ 素晴らしき国 小路 幸也 914.6/ミ

シ 英雄 真保 裕一 三國 万里子

ア 烏の緑羽　[八咫烏シリーズ] 阿部 智里 ス うきよの恋花 周防 柳 914.6/ヤ 歩きながら考える ヤマザキ マリ

イ 奇跡を蒔くひと 五十嵐 貴久 タ 落葉（文庫） 高嶋 哲夫 914.6/ヤ 残されたつぶやき（文庫） 山本 文緒

イ 高島太一を殺したい五人 石持 浅海 タ われ去りしとも美は朽ちず 玉岡 かおる

イ れんげ出合茶屋 泉 ゆたか チ しろがねの葉 千早 茜 ラベル 書 　  名 著　者　名

イ 水底のスピカ 乾 ルカ ツ 九龍城の殺人（文庫） 月原 渉 901.3/サ あなたの小説にはたくらみがない 佐藤 誠一郎

イ 小説家の一日 井上 荒野 ト 剣客参上（文庫 八丁堀「鬼彦組」激闘篇 [12]） 904/ホ 翻訳、一期一会 鴻巣 友季子

イ 李良枝セレクション 李 良枝 鳥羽 亮 910.2/ム 親愛なる向田邦子さま 森繁 久彌[ほか]

イ 切腹屋 岩井 三四二 ナ 警察医の戒律 直島 翔 911.3/ア 超訳芭蕉百句　 嵐山 光三郎

イ 付き添うひと 岩井 圭也 ナ 鬼女 鳴海 風 911.4/シ シルバー川柳 上を向いて歩こう編 みやぎシルバーネット

ウ ドラゴンズ・タン 宇佐美 まこと ナ ストロベリー戦争（弁理士・大鳳未来） 南原 詠 915.6/タ 帰ってきた日々ごはん　12 高山 なおみ

ウ 首切り島の一夜 歌野 晶午 ニ 小説の小説 似鳥 鶏 919.5/イ 江戸漢詩の情景 揖斐 高

オ 葵のしずく 奥山 景布子 ハ はなごよみ（文庫） 中島 要[ほか]

オ 箱の中の羊 奥本 大三郎 ヒ 日本鬼文学名作選（文庫） 東 雅夫

オ 悲鳴だけ聞こえない 織守 きょうや マ キッズ・アー・オールライト 丸山 正樹

オ 永遠年軽 温 又柔 モ 晴明変生 森谷 明子

カ 煉獄の時 笠井 潔 モ 探偵と家族 森 晶麿

カ 介護者D 河崎 秋子 ヤ ええじゃないか 谷津 矢車

キ ぼくらは、まだ少し期待している 木地 雅映子 ヤ 大江戸あにまる（文庫） 山本 幸久

キ 私はだんだん氷になった 木爾 チレン ヨ 薔薇色に染まる頃（紅雲町珈琲屋こよみ [10]）

ク 夏日狂想 窪 美澄 吉永 南央

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11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

編めば編むほどわたしはわたしになっていった

【その他の日本文学】

【日本の随筆 (ｴｯｾｲ)】
                   倉敷市立図書館　　一般室

辻村 深月[ほか]

倉敷市立中央図書館　　　℡  086-425-6030

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！



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

933.7/ア 002.7 考える人のメモの技術 下地 寛也 386.9 日本人が知らない世界の祝祭日事典 斗鬼 正一

933.7/ウ 019.9 多様性の時代を生きるための哲学 鹿島 茂 424.0 数学ガールの物理ノート 結城 浩

933.7/ク 021.2 ウェブサイトの著作権Q&A 雪丸 真吾 480.7 日本の美しい水族館　　　　　　銀鏡 つかさ/写真・文

933.7/ス 102 人類史の精神革命（中公選書） 伊東 俊太郎 493.1 化学物質過敏症の暮らしと住まい 足立 和郎

933.7/フ シナモンとガンパウダー（文庫）   イーライ・ブラウン 143.5 女女問題のトリセツ 黒川 伊保子 493.7 うつは運動で消える　　　　　　　　ジェニファー・ハイズ

933.7/ラ シャーロック・ホームズとシャドウェルの影（文庫） 146.8 やめられない!を手放すマインドフルネス・ノート 493.7 家族が「うつ」になって、不安なときに読む本

小林 亜希子 下園 壮太

933.7/ロ 夜に心を奪われて　上・下（文庫）ノーラ・ロバーツ 148.6 一番わかりやすいはじめての算命学 有山 茜 535.8

943.7/ウ 159.7 70歳からの選択 和田 秀樹 547.4 図解まるわかりメタバースのしくみ 波多間 俊之

K.H.シェール 159 100歳の幸せなひとり暮らし 鮫島 純子 589.2 あなたの運は服で絶対!よくなる 田宮 陽子

953.7/ヴ 186.8 日本の仏様ご利益事典　　　　　　　 塩入 法道/監修 590 60歳からの疲れない家事 本間 朝子

953.7/ル 210.0 雑学で日本全史　 歴史の謎研究会/編 591 18歳からのお金の教科書 大村 大次郎

963/ル 精霊たちの迷宮 　上･下（文庫） 210.5 レンズが撮らえた幕末日本の事件史 594.9 古着で作るぬいぐるみ 金森 美也子

596.4 アヤコの爆速弁当レシピ アヤコ

969.3/ヘ 無のまなざし（現代ポルトガル文学選集） 230.3 ケルトの解剖図鑑 原 聖 596.6 柿のお菓子づくり 今井 ようこ

238.6 596.7 手網でかんたんコーヒー焙煎 岩田 知也

979.16/エ ぼくはソ連生まれ　　　　　　　   ヴァシレ・エルヌ 281.0 トンチキ鎌倉武士 長谷川 ヨシテル 596 からだ整うストウブごはん 大橋 由香

986/グ 戦争日記　　　　　　　　　　オリガ・グレベンニク 290.9 旅は旨くて、時々苦い　　　　　山本 高樹/文・写真 596 おいしい絵本レシピ 野口 真紀

953.7/ヴ 子供が王様（海外文学セレクション） 291.7 中国・四国の山 岡本 良治 596 生姜のレシピ 森島 土紀子

デルフィーヌ・ド・ヴィガン 316.4 599 0・1・2歳児がごきげんになるあそび100　　（シリーズ子育てのうしろだて）中田 馨

993.613/シ 若く逝きしもの　　フランス・エーミル・シッランパー 319.3 プーチンは世界と日露関係をどう変えたのか　 611.3 そのとき、日本は何人養える? 篠原 信

池上 彰 645.7 ネコの看取りガイド 服部 幸/監修

ラベル 書　 名 　著（編）者名 324.11 教えて南部先生!19歳成人Q&A 南部 義典 686.2 国鉄（中公新書） 石井 幸孝

L290 るるぶ山陽山陰ベスト　[2022] JTBパブリッシング 336.4 職場の困った人対応マニュアル 援川 聡 723 世界一やばい西洋絵画の見方入門 山田 五郎

L293 備中ｎｏ町家ｄｅクラス　　令和４年版 338.8 今すぐはじめられるつみたてNISAとiDeCo 728 心を伝える実用書道 中室 舟水

L360.6 岡山はすごいんじゃ! 昼間 たかし 746.7 スマホ1台で動画制作はじめます! JEMMA

L596 367.2 ママにはならないことにしました チェ ジウン 781.4 ストレッチメソッドBOOK 比嘉 一雄

L686 昭和30年代ー50年代の地方私鉄を歩く　第26巻 高井 薫平 367.7 老いを楽しく手なずけよう 吉永 みち子 789.3 剣道一本を取るための「体づくり」 高橋 健太郎/監修

L713 平櫛田中回顧談 平櫛 田中 371.4 ゆっくりでいいんだよー 鈴木 はつみ 837.8 スヌーピーで学ぶ覚えておきたい英語表現105

L753 柚木沙弥郎Tomorrow 柚木 沙弥郎 385.6 墓じまい! 小西 正道 小池 直己/著・訳

【外国の文学】

日本カメラ博物館/監修

ウクライナ現代史　　　アレクサンドラ・グージョン　

【実用書】

コマンザタラの冒険（文庫 宇宙英雄ローダン・シリーズ 672）

カルロス・ルイス・サフォン

ジェイムズ・ラヴグローヴ 

ジョゼ・ルイス・ペイショット

終わらない週末               　         ルマーン・アラム

ヨーク公階段の謎      　      　     ヘンリー・ウェイド

静寂の荒野                     　　      ダイアン・クック

光を灯す男たち                        エマ・ストーネクス

北京の秋                    　　　　     ボリス・ヴィアン

魔王の島（文庫）                      ジェローム・ルブリ

普通の若者がなぜテロリストになったのか　　　カーラ・パワー

メガネの歴史　　　　　　　ジェシカ・グラスコック

ごっつぉ　2023　　　　　ビザビコンテンツ開発局

【郷土資料】

川部 紀子/監修


