
　2020年10月21日～2020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。

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 アンダークラス 相場 英雄 サ 相剋　　（越境捜査 8） 笹本 稜平 914.6/ｱ 見果てぬ花 浅田 次郎

ア 江戸染まぬ 青山 文平 サ いつの空にも星が出ていた 佐藤 多佳子 914.6/ｾ 寂聴残された日々 瀬戸内 寂聴

ア 建築史探偵の事件簿 蒼井 碧 サ アウターQ 澤村 伊智 914.6/ｿ 人間の道理 曾野 綾子

ア みがわり 青山 七恵 シ たまもかる（文庫　万葉集歌解き譚 2） 篠 綾子 914.6/ﾀ りん語録 谷村 志穂

ア 焦茶色のナイトガウン　（文庫） 赤川 次郎 ス この気持ちもいつか忘れる 住野 よる 914.6/ﾑ たべる生活 群 ようこ

ア スター 朝井 リョウ セ 夜明けのすべて 瀬尾 まいこ 914.6/ﾖ 世間とズレちゃうのはしょうがない　養老 孟司

ア 賢者の棘（警視庁捜査一課十一係 13）麻見 和史 セ 五色の殺人者 千田 理緒

イ ママナラナイ 井上 荒野 タ ぱりとろ秋の包み揚げ　（文庫） 高田 在子 ラベル 書 　  名 著　者　名

イ 犬がいた季節 伊吹 有喜 チ 出世商人　1　（文庫） 千野 隆司 901.3/ﾐ マナーはいらない 三浦 しをん

ウ 偽計（文庫　禁裏付雅帳 11） 上田 秀人 ツ 白日 月村 了衛 910.2/ｲ 苦海・浄土・日本 田中 優子

エ 影に対して 遠藤 周作 ナ OFF　猟奇犯罪分析官・中島保（文庫） 内藤 了 911.1/ﾑ 藤原定家『明月記』の世界 村井 康彦

オ もしかしてひょっとして 大崎 梢 ナ 白子の柚子釜（文庫　一膳めし屋丸九 4）中島 久枝 911.4/ｻ さいえんす川柳　　　　　川柳 in the ラボ／編

オ とわの庭 小川 糸 ナ 復讐の協奏曲(コンチェルト) 中山 七里 911.6/ﾅ 作詩の技法 なかにし 礼

カ わるじい慈剣帖　4（文庫） 風野 真知雄 　　　（御子柴礼司シリーズ5） 915.6/ｶ わたしのもう一つの国 角野 栄子

キ 小麦の法廷 木内 一裕 ハ そして、海の泡になる 葉真中 顕 915.6/ﾓ/ またいつか歩きたい町 森 まゆみ

キ 浅草迄 北野 武 ハ 私はスカーレット　3　（文庫） 林 真理子 916/ｲ しくじり家族 五十嵐 大

ク 善医の罪 久坂部 羊 ハ ハグとナガラ　（文庫） 原田 マハ 916/ﾌ 毒親と絶縁する 古谷 経衡

ク 殺人依存症　（文庫） 櫛木 理宇 ヒ 谷根千ミステリ散歩 東川 篤哉

ク カラ売り屋、日本上陸 黒木 亮 フ 古傷痕(ふるきず) 藤井 邦夫

コ 奇病（文庫　蘭方医・宇津木新吾 12）　小杉 健治

サ 乱癒えず（文庫　新・吉原裏同心抄 3）  佐伯 泰英 フ きのうのオレンジ 藤岡 陽子

サ ほろほろおぼろ豆腐（文庫　居酒屋ぜんや 9） マ 空洞のなかみ 松重 豊

坂井 希久子 モ 馬鹿と噓の弓 森 博嗣

サ 駆込み女（文庫　はぐれ又兵衛例繰控 1） 坂岡 真 ヤ

サ アンと愛情 坂木 司 ヨ ルパンの星　（文庫） 横関 大

サ くもの頭領（文庫　公家武者信平 9） 佐々木 裕一 ヨ 湖の女たち 吉田 修一

                   倉敷市立図書館　　一般室

【日本の随筆 (ｴｯｾｲ)】

【その他の日本文学】

倉敷市立中央図書館　　　℡  086-425-6030

仮設真備図書館　  　℡　086-698-9393

水島図書館　　　℡　086-446-6918

児島図書館　　　℡　086-472-4847

     ２０２０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

【日本の小説】（913.6）

　（文庫　新・知らぬが半兵衛手控帖　11）

肉体のジェンダーを笑うな　　　　山崎 ナオコーラ

★ 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。

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 289.1 したたか 総理大臣・菅義偉の野望と人生（文庫） 440.4 宇宙飛行士、「ホーキング博士の宇宙」を旅する

923.7/ﾕ 雨に呼ぶ声 余 華 松田 賢弥 若田 光一

929.7/ｻ バグダードのフランケンシュタイン 289.1 ペルソナ　 中野 信子 470 一日一花を愉しむ花の歳時記366　　　金田 初代／監修

289.3 ルース・ベイダー・ギンズバーグ 493.7 私の夫は発達障害? 真行 結子

933.7/ｱ 誓願           　　    マーガレット・アトウッド 　　ジェフ・ブラックウェル／ルース・ホブデイ／編 497.9 歯のメンテナンス大全 堀 滋

933.7/ｷ 眠れる美女たち 上・下　スティーヴン・キング 291.0 わたしの山旅 仲川 希良 498.3 体が硬い人のためのヨガ大全 水野 健二

933.7/ｸﾞ 「グレート・ギャツビー」を追え 302.3 ブロークン・ブリテンに聞け　　　ブレイディみかこ 498.4 香害は公害 水野 玲子

310.4 政治家の覚悟　 菅 義偉 498.5 免疫専門医が毎日飲んでいる長寿スープ 藤田 紘一郎

943.7/ﾉ 森の中に埋めた　（文庫）　ネレ・ノイハウス 311.7 民主主義とは何か　 宇野 重規 518.5 やっぱり、このゴミは収集できません 滝沢 秀一

953.6/ﾊﾞ サンソン回想録　　　オノレ・ド・バルザック 312.5 ジョン・ボルトン回顧録　　　　　　ジョン・ボルトン 523.0 世界の夢の動物園　　　　　　　　ナターシャ・ムーザー

953.7/ｸﾞ 神さまの貨物　ジャン=クロード・グランベール 318.3 官製ワーキングプアの女性たち　　　竹信 三恵子／編 527 セルフリノベーションの教科書Premium 坂田 夏水

973/ｱ 海と山のオムレツ　　　カルミネ・アバーテ 324.7 相続のきほんのきほん　 さむらい行政書士法人／編著 538.9 宇宙に行くことは地球を知ること　野口 聡一／矢野 顕子

329.9 ルポ入管　 平野 雄吾 590 あるものでまかなう生活 井出 留美

ラベル 書　 名 著（編）者名 335.1 SDGsの考え方と取り組みがこれ1冊で 590 考えない家事　　　　　　　　　　　　ぴょこぴょこぴ

L202 吉備の超巨大古墳 造山古墳群　　（シリーズ「遺跡を学ぶ」 148）西田 和浩 　しっかりわかる教科書 バウンド 594.7 お気に入りのものでできる手作りエコバッグ　寺西 恵里子

L289 内山完造の世界 猪木 正実 336.5 ざんねんなオフィス図鑑　 沢渡 あまね 596.4 ゆーママのスープのお弁当 松本 有美

L596 ごっつぉ　２０２１　ビザビコンテンツ開発局 336 おうち仕事術 戸田 覚 596.6 ポリ袋で作るズボラさんの感動おやつ 梶 晶子

L778 笠岡シネマ風土記 世良 利和 361.4 押井守のニッポン人って誰だ!?　 押井 守 596 志麻さん式定番家族ごはん タサン志麻

L930 冥土の土産屋『まほろば堂』(文庫) 光明寺 祭人 361.4 オンラインでも好かれる人・信頼される人の話し方 596 ミシュランガイド京都・大阪+岡山　2021

L990 玉島の良寛漢詩三十五選  森石 武士／中藤 秀三 桑野 麻衣 日本ミシュランタイヤ

366.3 パワハラ問題　 井口 博 629.2 全貌日本庭園 中田 勝康

ラベル 書　 名 著（編）者名 366.7 妻に言えない夫の本音　 723 くらべて楽しむ西洋絵画　　　　　　岡部 昌幸／監修

019.5 世界で読み継がれる子どもの本100 朝日新聞「父親のモヤモヤ」取材班 753 有職の色彩図鑑 八條 忠基

367.2 女のお悩み動物園　　　　　　　　　ジェーン・スー 754.9 花おりがみの飾りもの たかはし なな

024.1 日本の小さな本屋さん　続 和氣 正幸 367.3 家族のトリセツ　 黒川 伊保子 778.2 水のように 浪花 千栄子

069 脳から見るミュージアム　中野 信子／熊澤 弘 367.7 老活のすすめ 坂東 眞理子 779.3 トリックといかさま図鑑　　マシュー・L.トンプキンス

143.5 娘のトリセツ 黒川 伊保子 369.3 マンション防災の新常識 釜石 徹 786.1 山へようこそ　 石丸 謙二郎

159 勝間式超スローライフ 勝間 和代 379.7 独学大全 読書猿 786 週末ライト・サバイバルのすすめ カメ五郎

210.0 くそじじいとくそばばあの日本史　大塚 ひかり 383.1 きもの解体新書 中谷 比佐子 796 羽生善治の受けの教科書 羽生 善治

210.3 平安朝の事件簿　 繁田 信一 410.4 文系もハマる数学 横山 明日希 830.7 迷える英語好きたちへ 鳥飼 玖美子

コリン・ソルター

【郷土資料】

【外国の文学】

【実用書】

アフマド・サアダーウィー

ジョン・グリシャム


