
　2021年1月21日～2021年2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 イグジット 相場 英雄 シ 後宮の烏 5 白川 紺子 914.6/ｴ 人生起き上がりこぼし 海老名 香葉子

ア 書店員と二つの罪 碧野 圭 ス 小隊 砂川 文次 914.6/ｵ 芸人人語 太田 光

ア 鼠、十手を預かる 赤川 次郎 タ あなたがはいというから 谷川 直子 914.6/ｿ 終の暮らし 曽野 綾子

ア ばあさんは15歳 阿川 佐和子 タ 鯖猫長屋ふしぎ草紙　9　（文庫） 田牧 大和 914.6/ﾊ 美人の秘訣　（文庫） 早川 玲於

イ 百年の仇　くらがり同心裁許帳　（文庫） 井川 香四郎 チ 松葉の想い出　神田職人えにし譚 3　（文庫） 知野 みさき 914.6/ﾊ 定年後の作法 林 望

イ どん底の女神　珈琲屋の人々 4　（文庫） 池永 陽 ツ 十年後の恋 辻 仁成 914.6/ﾓ 路上のポルトレ 森 まゆみ

イ 男気　隠密船頭 6　（文庫） 稲葉 稔 ト 紅蓮の雪 遠田 潤子 914.6/ﾓ 相談の森 燃え殻

イ 愚か者(フリムン)の島 乾 緑郎 ト 剣鬼斬り　新・流想十郎蝴蝶剣　（文庫） 鳥羽 亮

ウ 惣目付臨検仕る 抵抗　（文庫） 上田 秀人 ト 心をつなぐスープカレー（文庫） 友井 羊 ラベル 書 　  名 著　者　名

ウ ヘーゼルの密書 上田 早夕里 ド 刑事の枷 堂場 瞬一 910.2/ｱ 妖怪少年の日々 荒俣 宏

ウ アクティベイター 冲方 丁 ナ キャッシー　 中森 明夫 910.2/ﾀ 文豪たちの西洋美術 谷川 渥

オ 駕籠屋春秋 新三と太十　（文庫） 岡本 さとる ニ ヘルメースの審判 楡 周平 910.2/ﾀ 本格ミステリ・ベスト10　2021 探偵小説研究会

オ 母影 尾崎 世界観 ノ 旅する練習 乗代 雄介 910.2/ｲ 池波正太郎 河出書房新社/刊

カ 水葬 鏑木 蓮 ハ 逆転!評定所　椿平九郎留守居秘録 1　（文庫） 早見 俊 911.3/ｷ あるある!お悩み相談室「名句の学び方」 岸本 葉子

キ コンジュジ 木崎 みつ子 ヒ 銀獣の集い 廣嶋 玲子 911.5/ｻ サトウハチロー詩集 サトウ ハチロー

キ 応仁悪童伝 木下 昌輝 フ 鬼哭の銃弾 深町 秋生 915.6/ﾀ 帰ってきた日々ごはん　8　　 高山 なおみ

ク ははのれんあい 窪 美澄 フ 裏切り　江戸の御庭番 7　（文庫） 藤井 邦夫 916/ｵ いま、台湾で隠居してます　 大原 扁理

ク 腕くらべ　江戸甘味処谷中はつねや 2　（文庫） 倉阪 鬼一郎 ホ 猫がこなくなった 保坂 和志

コ 謎の客　向島・箱屋の新吉 2 （文庫） 小杉 健治 マ フシギ 真梨 幸子

コ ラストは初めから決まっていた 小手鞠 るい ミ 公孫龍　巻1 青龍編 宮城谷 昌光

サ 花は散っても 坂井 希久子 ム おたがいさま　れんげ荘物語 5 群 ようこ

サ 黒い染み　春風同心十手日記 2 （文庫） 佐々木 裕一 モ ヴォイド・シェイパ 森 博嗣

サ お電話かわりました名探偵です（文庫） 佐藤 青南 ヤ 名探偵ぶたぶた　（文庫） 矢崎 存美

シ 国道食堂　2nd season 小路 幸也 ヨ ぜにざむらい 吉川 永青

シ 梅雨葵　小烏神社奇譚 2　（文庫） 篠 綾子 ワ 志保のバラ　新・口中医桂助事件帖　（文庫）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３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）

                   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 175.9 見るだけで大開運!絶景×神社 島田 裕巳 460.3

923.7/ﾊ 人之彼岸 郝 景芳 204 歴史を活かす力　 出口 治明 472.1 江戸の植物図譜 細川 博昭

930.2/ﾎ 科学探偵シャーロック・ホームズ J.オブライエン 210.4 城郭考古学の冒険　 千田 嘉博 487.6 ウナギが故郷に帰るとき　　　パトリック・スヴェンソン

933.7/ｳﾞ 281.0 ざんねんな日本史 本郷 和人 490.2 医学全史 坂井 建雄

933.7/ｽ 289.1 491.8 たたかう免疫　　　　　　　　　NHKスペシャル取材班

933.7/ﾏ 恋するアダム　　　　　イアン・マキューアン 291.0 全国むかし町めぐり G.B./刊 493.3 肺炎 誤嚥・新型コロナ・COPD 文響社/刊

936/ｲ 302.1 池上彰の今さら聞けない日本のこと 池上 彰 498.6 大人女子的カラダのトリセツ 池下 育子

933.7/ﾍ レストラン「ドイツ亭」　 　アネッテ・ヘス 312.1 スガノミクス                                高橋 洋一 499.8 ゆるめる・温める・巡らせる 鈴木 七重

949.8/ｹ 324.7 相続地獄 森永 卓郎 509.2 そこに工場があるかぎり 小川 洋子

953.7/ｼ 330.4 武器になる経済ニュースの読み方 高橋 洋一 518.2 うんちの行方　 神舘 和典

338 523.3 絵本のようにめくる城と宮殿の物語 石井 美樹子

963/ﾌ 345 桃太郎のきびだんごは経費で落ちるのか? 高橋 創 527.1 暮らしが整う家づくり 山内 彩子

350.1 データから真実を読み解くスキル 松本 健太郎 590 ズボラ?かしこい?“スゴ楽”家事への道 赤星 たみこ

ラベル 書　 名 著（編）者名 345 税金のホント 近藤 雅人 591

L388.9 岡山わらべ歌紀行 立石 憲利 361.4 悪者図鑑   トキワ エイスケ 593.3

L523.1 “江川式”擬洋風建築　 LIXIL出版/刊 361.4 本物の気づかい 井上 裕之 594 ジーンズで小物　　　　　　　　　　　ブティック社/刊

L683.2 江戸時代の瀬戸内海交通　 倉地 克直 366.0 イラストレイテッド日本のおばさん 豊村 真理 595.6 下ろすだけダイエット 石村 友見

L778 下津井電鉄 下 寺田 裕一 367.７ 在宅ひとり死のススメ 上野 千鶴子 596 アイラップレシピ　　　　　　　　　　アイラップ愛好会

L911 とりふね　 小見山 輝 367.7 定年の教科書 長尾 義弘 596.6 ヤセる欲望系おやつ 石原 彩乃

L980 368.2 ヤクザと過激派が棲む街 牧村 康正 597.5 片づけの力 Fujinao

368.5 私は組長の息子でした　（文庫） 若井 凡人 614.3 希望の一滴 中村 哲

ラベル 書　 名 著（編）者名 369.2 「首都感染」後の日本 高嶋 哲夫 626.9 あの懐かしい味の野菜を自分でつくる 岩崎 政利

007.3 370.4 教育は変えられる                  山口 裕也 645.6 最新世界の犬種大図鑑 藤田 りか子

007.6 377.2 673.9 ようこそ、2050年の東京へ 榊 淳司

からあげ 383.8 日本人が大切にしてきた伝統のウソ （文庫） オフィステイクオー 689.6

049 雑学の森 雑学の森探険隊 388.1 日本異界図典                   朝里 樹 702.3 東京藝大で教わる西洋美術の見かた 佐藤 直樹

112 百田尚樹の新・相対性理論 百田 尚樹 400 科学　　　　　　　　　　　　　ジェニファー・クラウチ 748 こんな写真を撮ってきた 椎名 誠

143.7 411.4 それはあくまで偶然です   ジェフリー・S.ローゼンタール 762.1 ダーリンの進化論 高嶋 ちさ子

159 443.9 宇宙の終わり                         　  ニュートンプレス/刊 810.4

精神科医Tomy 451.6 日本列島の未来             中島 淳一 835 英文法再入門 澤井 康佑

学名の秘密　　　　　　　　　　スティーヴン・B.ハード

あの人はなぜ定年後も会社に来るのか  中島 美鈴

人気ブロガーからあげ先生のとにかく楽しいAI自作教室

トコトンやさしい量子コンピュータの本　　山崎 耕造

むさぼらなかった男 渋沢栄一「士魂商才」の人生秘録 　中村 彰彦

スタンフォードが中高生に教えていること　　星 友啓

幸せな「ひとり老後」を送るためのお金の本　竹下 さくら

なぜニセコだけが世界リゾートになったのか　高橋 克英

【外国の文学】

【実用書】

白が5なら、黒は3　　ジョン・ヴァーチャー

戦渦の中で　　　　　　マリオン・イングラム

恥さらし　　　  　　パウリーナ・フローレス

つけ狙う者 上・下 （文庫）ラーシュ・ケプレル

エリック=エマニュエル・シュミット

備前市の文学                備前市文学賞実行委員会

はじまりの24時間書店　   ロビン・スローン

【郷土資料】

精神科医Tomyの心が凹んだときに読むクスリ  (文庫）

斉藤謠子のいま作りたいシンプルな服とかわいい小物 　斉藤 謠子

季節と気持ちを上手に伝える手紙の書き方マナー&文例集　杉本 祐子

マダム・ピリンスカとショパンの秘密

人生のダイヤモンドは足元に埋まっている　ジョン・C.ボーグル


