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〒709-0816　岡山県赤磐市下市３２５－１
ＴＥＬ　　086-955-0076
ＦＡＸ　　086-955-0083
Ｅ-mail：chuo-tosｈo@city.akaiwa.lg.jp

赤磐市立中央図書館【きらりプラザ】

バレーボール女子Ｖ・プレミアリーグに所属する『岡山シーガルズ』は、

現在、赤磐市山陽ふれあい公園体育館を中心に活動し、活躍中です！！

岡山シーガルズの皆さんの“おすすめの一冊”をご紹介します☆

今回ご紹介するのは、背番号１３番の磯部光里選手!!
岡山は桃が甘くておいしくてお気に入りです。という

磯部光里選手の「おすすめの一冊」です☆

おすすめの本：「９９のなみだ」　　　　

　　　　　　　リンダブックス編集部／編著　　　　　

おすすめの一言：短編小説なので、本が苦手な私でもよく読んでいます。

　 　　　　　　感動するお話ばかりなので、心が温まり、たまに涙が

                こぼれてきます。

磯部光里選手【背番号１３*静岡県出身*（ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ）ライト】

歴史

講座

（元岡山大学教育学部非常勤講師）

第1回 ９月２２日（木）

テーマ：「お江戸のにぎわい 大道芸」場所：中央図書館多目的ホール
第２回１０月１３日（木）

テーマ：「大坂城夏の陣」場所：赤坂管理センター多目的ホール
第３回１０月２７日（木）

テーマ：「太平記が通った岡山県」場所：くまやまふれあいセンター多目的ホール
第４回１１月２５日（木）

テーマ：「鞭声粛々じゃぶじゃぶ川中島」場所：午前の部 中央図書館多目的ホール
午後の部 吉井図書館視聴覚室

時間は午後１時半から午後３時半まで。第４回の午前の部のみ１０時から１２時までです！

今回は赤磐をまわります！
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８月は休館日は月曜日だけです☆

図書館を愛してくださる皆さまへ☆
～図書館利用のマナーアップのお願い～

○資料を汚す　壊す　書き込む
　資料は皆さまのものです。汚損・破損・水濡れなど激しい場合は弁償をお願いすることが
　あります。
○返却期限に遅れる
　次の利用者のために、返却期限をお守りください。返却いただくまで新たな貸出ができな
　い場合があります。
○新聞や雑誌を独りじめする
　お読みになりたい方は他にもいらっしゃいます。ご遠慮ください。
○大きな声ではなす、大きな音をだす
   静かな環境を保ちましょう。ヘッドホンなどの音量は周囲の方にご配慮お願いします。
○ものを食べる　飲む　　
　 許可された場所でのみ飲食ができます。ガムやあめもご遠慮ください。
○携帯電話をかける　写真を撮る　充電する
　館内では電源を切るか、マナーモードに設定し通話はお控えください。館内および資料の
　無断撮影、また館内のコンセントでの充電はご遠慮ください。
○横になる　寝る
　他に着席したい方もいらっしゃいますのでご遠慮ください。
○保護者が子どもを注意しない
　お子さまの監督は、保護者の方の責任でお願いします。騒ぐお子さまには図書館職員がご
　注意させていただく場合があります。

　図書館は、どなたにも開放され、誰でも利用することができる公共施設で、子どもからご高
　齢の方まで、様々な方にご利用いただいております。
　皆さまに気持ちよくご利用いただくため、マナーアップについてのご協力をお願いします。
　多くの皆さまにとっては当たり前なことばかりですが、ぜひご一読ください。

場所：中央図書館　１階　多目的ホール

        　○木曜日は午後８時まで

 は休館日　８月…開館時間：午前９時から午後７時まで

　　　　　 ９月…開館時間：午前１０時から午後６時まで
　　　　　　　　  　 　　　○木曜日は午後８時まで

◆第１回◆ ９月１８日（日）１０：３０～１２：００
「六条院の崩壊　薫の誕生」

講師：北川　久美子　さん
　　（岡山県立和気閑谷高等学校非常勤講師）

◆第２回◆ １０月１６日（日）１０：３０～１２：００

定員：５０人（先着順）

９月１日（木）午前１０時３０分から中央図書館で受付開始します。（先着５０人）
※電話でのお申し込みもできます。

申し込みは

９月１日（木）

１０時３０分から

中央図書館で

受付ます！

（電話可）

「宇治の世界　薫と匂宮」

【新着図書情報】平成２８年６月１６日～平成２８年７月７日受入分より抜粋

請求記号 書　　名 著者 請求記号 書　　名 著者

019.5ス 絵本といっしょにまっすぐまっすぐ 鈴木　潤 Ｆアサ 帰郷 浅田　次郎

023.0コ 花森さん、しずこさん、そして暮しの手帖編集部 小榑　雅章 Ｆアサ 少女は花の肌をむく 朝比奈　あすか

159.4ナ パラレルキャリア　－新しい働き方を考えるヒント１００－ ナカムラ　クニオ Ｆアシ 許されようとは思いません 芦沢　央

159.7コ シニアの品格 小屋　一雄 Ｆイ 報われない人間は永遠に報われない 李　龍徳

159.7ロ
６０代からもっと人生を楽しむ人、ムダに生きる人　－人生

はこれから、一番おもしろい！－
『ＰＨＰ』編集部 Ｆイシ 海と山のピアノ いしい　しんじ

159ワ
「我慢する」がなくなる本　－なぜ、「ガマン強い人」はまわ

りから同情されないのか？ 和田　秀樹 Ｆイノ 赤へ 井上　荒野

188.8ネ ねこはなやまニャい　－寺ねこＤＡＹＳ－ 御誕生寺 Ｆオオ スーツアクター探偵の事件簿 大倉　崇裕

188.8ネ ねこでら　－猫がご縁をつなぐ寺－ 御誕生寺 Ｆオク ビビビ・ビ・バップ 奥泉　光

289.1シ 母の恋文 下重　暁子 Ｆオノ 家族のシナリオ 小野寺　史宜

335.3チ 中小企業のための補助金・助成金徹底活用法 経士会 Ｆカト ラジオラジオラジオ！ 加藤　千恵

349.5イ 一番やさしい地方交付税の本 稲沢　克祐 Ｆキム まっぷたつの先生 木村　紅美

367.7二
日本で老いて死ぬということ　－２０２５年、老人「医療・介

護」崩壊で何が起こるか－

朝日新聞迫る２０２５

ショ ック取材班 Ｆコア 犬死伝　－赫ける、草莽の志士－ 小嵐　九八郎

369.3イ 大災害の時代　－未来の国難に備えて－ 五百旗頭　真 Ｆゴジ スパイは楽園に戯れる 五條　瑛

369.4ヒ 貧困　子供のＳＯＳ　－記者が聞いた、小さな叫び－ 読売新聞社会部 Ｆコバ クララ殺し 小林　泰三

371.4モ スマホ依存の親が子どもを壊す 諸富　祥彦 Ｆコバ ジャッジメント 小林　由香

379.4カ １８歳選挙権ガイドブック 川上　和久 Ｆコン スティグマータ 近藤　史恵

379.4ジ １８歳からの政治入門 日本経済新聞政治部 Ｆコン 真贋 今野　敏

493.16コ 死の虫　－ツツジガムシ病との闘い－ 小林　照幸 Ｆサク 裸の華 桜木　紫乃

493.74ミ
あなたのためなら死んでもいいわ　－自分を見失う病　－

「共依存」－ 水澤　都加佐 Ｆショ ストレンジャー・イン・パラダイス 小路　幸也

498.58ア 体においしいはじめてのスムージー１５０ 渥美　真由美 Ｆシラ 記憶の渚にて 白石　一文

498.58ト 糖質オフの健康やせレシピ　－この１冊で安心！－ 小田原　雅人 Ｆシン 遊園地に行こう！ 真保　裕一

498.58モ 太らない人の賢い食べ方 森　由香子 Ｆタマ 晴れの日には 田牧　大和

501.6ホ ニュースが面白くなるエネルギーの読み方 堀　史郎 Ｆタマ ウエディングドレス　－おしあわせに－ 玉岡　かおる

543.5フ 福島第一原発廃炉図鑑 開沼　博 Ｆトガ 風の如く　高杉晋作篇 富樫　倫太郎

563.8ト トコトンやさしい形状記憶合金の本 形状記憶合金協会 Ｆナカ 私の消滅 中村　文則

596.3ミ そうめん　－The　SOMEN　recipe　book－ 満留　邦子 Ｆナル 全能兵器ＡｉＣＯ 鳴海　章

627ハ
花が咲かない、うまく育たないのはなぜ？という疑問が一

気に解消する本 主婦の友社 Ｆニキ５ くるすの残光〔５〕　最後の審判 仁木　英之

645.7ネ
ネコと一緒に幸せになる本　－やんちゃ、ツンデレ…気持ち

が１００％わかるコツ－ 青沼　陽子 Ｆハス 伯爵夫人 蓮實　重彦

666.9メ メダカ生活はじめませんか？ 馬場　浩司 Ｆハチ 待ってよ 蜂須賀　敬明

720.2ア 会いたかった画家 安野　光雅 Ｆハハ 受難 帚木　蓬生

724.4コ いちばんていねいな、自然の風景の水彩レッスン 小林　啓子 Ｆハマ ブラック・ドッグ 葉真中　顕

726.1マ 学べるマンガ１００冊　－人生と勉強に効く－ 佐渡島　庸平 Ｆハマ シンマイ！ 浜口　倫太郎

751カ かわいいやきもの 柏木　麻里 Ｆハラ 虫たちの家 原田　ひ香

763.2バ
目からウロコのピアノ指導法　－譜読みが苦手…は克服で

きる！先生も生徒も楽しいレッスン 馬塲　マサヨ Ｆフク 生還せよ 福田　和代

783.4ノ ７人制ラグビー観戦術－セブンズの面白さ徹底研究－ 野澤　武史 Fマツ もういっかい彼女 松久　淳

793シ 四季の花レッスン　－小さな彩りを楽しむ－ 諏訪　晴美 Fマツ ちちんぷいぷい 松山  巖

814モ 粋なことばの教科書 森永　浩樹 Ｆマツ３ 水鏡推理〔３〕　パレイドリア・フェイス 松岡　圭祐

910.2ツ 果てなき便り 津村　節子 Ｆマツ３ ＢＢ／ＰＰ 松浦　寿輝

914.6キ いまそこにいる君は　－十字路が見える－ 北方　謙三 Ｆミヤ 希望荘 宮部　みゆき

914.6サ 佐藤愛子の役に立たない人生相談 佐藤　愛子 Ｆミヤ 長流の畔（ほとり） 宮本　輝

933.7ク イエスの幼子時代 Ｊ．Ｍ．クッツェー Ｆモチ フェルメールの憂鬱　－大絵画展－ 望月　諒子

933.7デ 分解する リディア・デイヴィス Ｆモリ たまちゃんのおつかい便 森沢　明夫

949.3テ ハリネズミの願い トーン・テレヘン Ｆヤマ 晩秋の陰画（ネガフィルム） 山本　一力

963マ 執着 ハビエル・マリアス Ｆヤマ 珠玉の短編 山田　詠美

BFウエ 賃借 上田　秀人 Ｆユウ ねこのおうち 柳　美里

BFフジ 盗賊の首 藤井　邦夫 Ｆユウ アルゴリズム・キル 結城　充孝
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「時空を超えた宇宙の絶景

～ハッブル宇宙望遠鏡 ～」（ＤＶＤ）

【内容紹介】
ハッブル宇宙望遠鏡の打ち上げから四半世紀。

私たちは宇宙について何を知り得たのか。

ハッブル宇宙望遠鏡がとらえた、天体の鮮や

かな映像を紹介。宇宙の誕生や進化といった

謎に迫る。

「金色の流れの中で」

中村 真里子／著（Ｙ913ナ）

【内容紹介】
1964年、木綿子の目の前に現れた青年・和

也は、「時の流れ」に落ちて、2030年の未

来から来た人だった。父親が戦争中に中国人

を殺したことに傷ついている木綿子に、「君

に責任はないよ、まだ」と和也は言い。。。

「夏弁」

野上優佳子／著（596.4ノ）

【内容紹介】

食欲が落ちる夏も、手作り弁当ならおい

しい。「衛生に気をつける」など、夏弁当

の5つのルールをはじめ、スタミナたっぷり

部活弁当、楽しさいっぱい学童弁当といっ

たお弁当レシピを紹介。おかずカタログも

収録。

【一般書】 【ヤングアダルト】(中・高生向き図書）

【視聴覚資料】

「夢は牛のお医者さん」

時田 美昭／作 江頭 路子／絵

（Ｅエ アカ）

【内容紹介】
山あいにある小さな小学校に、3頭の子牛

が“入学”してきました。この出会いが、

ともみさんの夢のはじまりとなりました…。

新潟県のひとりの少女の26年に密着した同

名ドキュメンタリー映画を絵本化。

【児童書】

“地域コーナー展示ケース”今月の展示のご紹介
８月２日（火）～８月３１日（水）

テーマ：「民主主義」について

　　　　　あかいわエコメッセのみなさん
　和手拭と言えば古くから多様なものがあり、様々に今年の夏はきいてみてまなぼう、「第１８回あかいわエコメッセ」が赤磐市立赤坂健康管理センターで

開催されます。8月20日（土）10:00～16:00広河隆一写真展、8月21日（日）13:00～16:00漫才

界の脱原発ジャーナリスト・おしどりマコ＆ケン講演会と東京から岡山へ移住した三田茂医師のお話。

写真展は無料。講演会は入場券が必要です。（前売1000円、当日1300円、高校生以下は無料）

図書館の展示コーナーでは、「民主主義」をテーマに、“あかいわエコメッセ”からの推薦図書をご紹介

します。本のリストを作成していますので、ご自由にお持ちください。
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498.58モ 太らない人の賢い食べ方 森　由香子 Ｆタマ 晴れの日には 田牧　大和

501.6ホ ニュースが面白くなるエネルギーの読み方 堀　史郎 Ｆタマ ウエディングドレス　－おしあわせに－ 玉岡　かおる

543.5フ 福島第一原発廃炉図鑑 開沼　博 Ｆトガ 風の如く　高杉晋作篇 富樫　倫太郎

563.8ト トコトンやさしい形状記憶合金の本 形状記憶合金協会 Ｆナカ 私の消滅 中村　文則

596.3ミ そうめん　－The　SOMEN　recipe　book－ 満留　邦子 Ｆナル 全能兵器ＡｉＣＯ 鳴海　章

627ハ
花が咲かない、うまく育たないのはなぜ？という疑問が一

気に解消する本 主婦の友社 Ｆニキ５ くるすの残光〔５〕　最後の審判 仁木　英之

645.7ネ
ネコと一緒に幸せになる本　－やんちゃ、ツンデレ…気持ち

が１００％わかるコツ－ 青沼　陽子 Ｆハス 伯爵夫人 蓮實　重彦

666.9メ メダカ生活はじめませんか？ 馬場　浩司 Ｆハチ 待ってよ 蜂須賀　敬明

720.2ア 会いたかった画家 安野　光雅 Ｆハハ 受難 帚木　蓬生

724.4コ いちばんていねいな、自然の風景の水彩レッスン 小林　啓子 Ｆハマ ブラック・ドッグ 葉真中　顕

726.1マ 学べるマンガ１００冊　－人生と勉強に効く－ 佐渡島　庸平 Ｆハマ シンマイ！ 浜口　倫太郎

751カ かわいいやきもの 柏木　麻里 Ｆハラ 虫たちの家 原田　ひ香

763.2バ
目からウロコのピアノ指導法　－譜読みが苦手…は克服で

きる！先生も生徒も楽しいレッスン 馬塲　マサヨ Ｆフク 生還せよ 福田　和代

783.4ノ ７人制ラグビー観戦術－セブンズの面白さ徹底研究－ 野澤　武史 Fマツ もういっかい彼女 松久　淳

793シ 四季の花レッスン　－小さな彩りを楽しむ－ 諏訪　晴美 Fマツ ちちんぷいぷい 松山  巖

814モ 粋なことばの教科書 森永　浩樹 Ｆマツ３ 水鏡推理〔３〕　パレイドリア・フェイス 松岡　圭祐

910.2ツ 果てなき便り 津村　節子 Ｆマツ３ ＢＢ／ＰＰ 松浦　寿輝

914.6キ いまそこにいる君は　－十字路が見える－ 北方　謙三 Ｆミヤ 希望荘 宮部　みゆき

914.6サ 佐藤愛子の役に立たない人生相談 佐藤　愛子 Ｆミヤ 長流の畔（ほとり） 宮本　輝

933.7ク イエスの幼子時代 Ｊ．Ｍ．クッツェー Ｆモチ フェルメールの憂鬱　－大絵画展－ 望月　諒子

933.7デ 分解する リディア・デイヴィス Ｆモリ たまちゃんのおつかい便 森沢　明夫

949.3テ ハリネズミの願い トーン・テレヘン Ｆヤマ 晩秋の陰画（ネガフィルム） 山本　一力

963マ 執着 ハビエル・マリアス Ｆヤマ 珠玉の短編 山田　詠美

BFウエ 賃借 上田　秀人 Ｆユウ ねこのおうち 柳　美里

BFフジ 盗賊の首 藤井　邦夫 Ｆユウ アルゴリズム・キル 結城　充孝


