
　2020年12月21日～2021年1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 名探偵総登場 芦辺 拓 ソ 地べたを旅立つ そえだ 信 914.6/ｲ それはきっと必要ない 印南 敦史

ア 大井川殺人事件（茶屋次郎の事件簿 30） 梓 林太郎 タ 阿修羅草紙 武内 涼 914.6/ｲ 男の業の物語 石原 慎太郎

ア 観月 麻生 幾 タ 創竜伝　15　 田中 芳樹 914.6/ｶ カレー沢薫のワクワク人生相談 カレー沢薫

イ バイター 五十嵐 貴久 タ おとぎカンパニー　妖怪編 田丸 雅智 914.6/ｷ 死ぬまでに行きたい海 岸本 佐知子

イ 暴れ旗本天下御免　　（文庫） 井川 香四郎 ト 苦界の娘　（文庫 はぐれ長屋の用心棒 50 ） 鳥羽 亮 914.6/ﾄ 茶ばなし残香 外山 滋比古

イ いとまの雪　上・下 伊集院 静 ナ 境界線 中山 七里 914.6/ﾅ いいかげん、馬鹿 中野 翠

イ さのよいよい 戌井 昭人 ニ 我、過てり 仁木 英之 914.6/ﾐ 平熱のまま、この世界に熱狂したい 宮崎 智之

イ じょかい 井上 宮 ニ 偶然にして最悪の邂逅 西澤 保彦

ウ 乱麻　（文庫  百万石の留守居役 16） 上田 秀人 ノ 月と私と甘い寓話(スイーツ) 野村 美月 ラベル 書 　  名 著　者　名

ウ 居残り方治、鵺月夜　（文庫） 鵜狩 三善 ヒ ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人 東野 圭吾 901.3/ｱ 書きたい人のためのミステリ入門　 新井 久幸

オ あずかりやさん　[4] 大山 淳子 ヒ 七十四秒の旋律と孤独　 久永 実木彦 902/ｻ 若い読者のための文学史　　 ジョン・サザーランド

オ コロナと潜水服 奥田 英朗 ヒ 野良犬の値段 百田 尚樹 908.3/ﾀ 短編ミステリの二百年 4（文庫） リッチー/ほか

ガ 翔    wing spread　 岳 真也 フ じい散歩 藤野 千夜 910.2/ﾏ 地図で読む松本清張 北川 清

カ 見えない星に耳を澄ませて 香月 夕花 フ 隅田川御用日記 雁もどる　　（文庫） 藤原 緋沙子 911.1/ﾎ あの人と短歌 穂村 弘

キ 連鎖感染 北里 紗月 フ 紙風船　　（文庫 秋山久蔵御用控 9） 藤井 邦夫 911.1/ﾀ 百人一首解剖図鑑 谷 知子

コ 電網私刑　　（文庫） 小杉 健治 マ 三人 桝本 壮志 916/ｺ

コ 骨董屋・眼球堂　2 小林 栗奈 マ 当確師 十二歳の革命 真山 仁 918.6/ｲ 移動図書館の子供たち　　 我妻 俊樹/ほか

コ 天を測る 今野 敏 ム 雪のなまえ 村山 由佳

サ 雪に撃つ　　（道警シリーズ　9） 佐々木 譲 ヤ とんちき耕書堂青春譜 矢野 隆

サ 准教授・高槻彰良の推察　5（文庫） 澤村 御影 ヤ 神様には負けられない 山本 幸久

シ 彼女のスマホがつながらない 志駕 晃 ヤ オペレーション雷撃 山下 裕貴

シ ミッドナイト 柴田 哲孝 ユ 彩(いろ)無き世界のノスタルジア 行成 薫

シ お勝手のあん　3　　（文庫） 柴田 よしき ヨ 荒海の槍騎兵　3　　 横山 信義

ス 猿兄弟の絆（文庫 口入屋用心棒 47 ） 鈴木 英治 ワ クラゲ・アイランドの夜明け 渡辺 優

セ 処方箋のないクリニック 仙川 環 ワ 天下一の粥　（文庫 料理人季蔵捕物控 40） 和田 はつ子

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

     ２０２１年２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）

工学部ヒラノ教授のウィーン独り暮らしの報酬　今野 浩

                   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】

★ 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 ～

・発熱など、体調が悪いと感じたときは、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

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 210.4 災害と生きる中世 水野 章二 470

933.6/ｷ キム　　（文庫） キプリング 256.0 古代マヤ文明　　 鈴木 真太郎 486.1 虫は人の鏡 養老 孟司

933.7/ｳ 知られたくなかった男　 288.4 和歌で読み解く天皇と国民の歴史 古宮 春人 490.4 仏になったら仏を殴れ 長尾 和宏

291.0 不思議な島旅　　 清水 浩史 493.7 父と娘の認知症日記 長谷川 和夫

933.7/ｺ 312.1 菅義偉とメディア 秋山 信一 493.8 ちゃんと知りたい!新型コロナの科学 出村 政彬

933.7/ｽ オリーヴ・キタリッジ、ふたたび 324 落語でわかる「民法」入門 森 章太 495.5 子どもを愛せないとき 北村 俊則

332.0 いまこそ「社会主義」　 池上 彰 498.6 自衛隊感染予防BOOK            Wings別冊編集部／編

933.7/ﾌﾞ 333.6 498.8 仕事がしんどくてヤバいと思ったら 汐街 コナ

933.7/ﾏ 338.3 ドキュメント日銀漂流 西野 智彦 518.5 リアルでゆかいなごみ事典 滝沢 秀一

335.1 やるべきことがすぐわかる!SDGs実践入門 泉 貴嗣 527.3 しあわせを育てるKitchen リブコンテンツ

953.7/ﾛ 336.4 590 捨てればいいってもんじゃない エヌケン

963/ﾎﾟ 593.3 着るのが楽しい着物リメイクのきほん 藤岡 幸子／監修

336.8 中小企業の資金調達大全 塩見 哲 594 柄で彩る畳縁の小もの 日本ヴォーグ社

ラベル 書　 名 著（編）者名 345 税金のホント 近藤 雅人 594.3 抱っこしたくなるあみぐるみワンコ 眞道 美恵子

L289 361.4 596 白崎茶会の癒しのスープ 白崎 裕子

L290 るるぶ山陽山陰ベスト　'22　　 JTBパブリッシング 361.4 「お話上手さん」が考えていること おばけ3号 596 楽してヘルシーコンビニかんたんごはん 村上 祥子

L699 テッセイのそうじゃ総社! vol.1 金坂 テッセイ 366.0 596.6 バターの使い方がわかるお菓子の本 相原 一吉

L778 シネマ・クレール物語 浜田 高夫／編 367.7 ひきこもり、自由に生きる 宮西 照夫 596.6 失敗から生まれた極うまスイーツ げんきスイーツ

L938 おかやましみんのどうわ　2021　 367.9 10代の<性の悩み>白書 597.5 集中できないのは、部屋のせい。 米田 まりな

646.9 手作りを楽しむ蜜ろう入門 安藤 竜二

368.6 中高生からの防犯　　 武田 信彦 675 マーケティング機能の再構築 青嶋 稔

ラベル 書　 名 著（編）者名 369.2 親も自分もすり減らない!?シングル介護術 さらだ たまこ 678.4 ゼロからの貿易実務 寺尾 秀雄

007.3 AI・データ分析プロジェクトのすべて 大城 信晃／監修 371.5 681.3 安全運転寿命を延ばすレッスン 松田 秀士

031.4 なんでも「はじめて」大全 スチュワート・ロス 377.2 コロナ後の教育へ　　 苅谷 剛彦 728.9 ボールペン字の上品な書き方 浅倉 龍雲

051.6 2016年の週刊文春 柳澤 健 383.8 古代メソポタミア飯 遠藤 雅司 759.9 郷土玩具ざんまい 瀬川 信太郎

070.2 産経新聞と朝日新聞 吉田 信行 385.6 764.7 細野晴臣と彼らの時代 門間 雄介

146.8 ほどよい距離が見つかる本 古宮 昇 404 ヘンな科学 五十嵐 杏南 779.1 ゴミ人間 西野 亮廣

159.7 411.4 数学で考える!世界をつくる方程式50 リッチ・コクラン 779.9 弔辞 ビートたけし

180.4 世界が仏教であふれだす 稲田 ズイキ 450 美しすぎる地学事典 渡邉 克晃 810.4 大人の語彙力見るだけノート 吉田 裕子／監修

210.3 日本はこうしてつくられた 安部 龍太郎 451.6 810.4 恥ずかしい日本語 山口 謠司楽しい雪の結晶観察図鑑               武田 康男／文・写真

ジョージ・R.R.マーティン

【外国の文学】

【実用書】

クリフォード・ウィッティング

真っ白な嘘　（文庫）　 フレドリック・ブラウン

エリザベス・ストラウト

レオノーラ　　　　  　　エレナ・ポニアトウスカ

炎と血　1　（氷と炎の歌）　　　

赤いモレスキンの女　　 アントワーヌ・ローラン

岡山市・岡山市文学賞運営委員会／編

日本人の自信を取り戻す「ほめる力」   ケント・ギルバート

松本 桂樹／共著

上司と部下のメンタルヘルス・マネジメント対策

大転換の時代                                  ジム・ロジャーズ

ダリウスは今日も生きづらい　   アディーブ・コラーム

やけに植物に詳しい僕の街のスキマ植物図鑑    瀬尾 一樹

鎌田式「にもかかわらず」という生き方    鎌田 實

【郷土資料】

思春期外来in上野皮フ科・婦人科クリニック

「死」の文化史                            マイケル・ケリガン

あなたの会社、その働き方は幸せですか?   出口 治明

にほんでいきる                            毎日新聞取材班／編

夢紡いで3     RSK山陽放送「夢紡いで」取材班／編


