
　

　

. 　

〒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】

 は休館日　　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
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おすすめの本：「壬生義士伝　上下巻」　　　　

　　　　　　　浅田　次郎／著　　　　　
おすすめの一言：新撰組の一人の男の話で、昔の人の心の

　 　　　　　　きれいさに胸を打たれます。

            　    泣けます！！

『岡山シーガルズ』は、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。現在バレーボール女子Ⅴ・プレミアリーグで躍進中！

そんな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☆

★ユニバーサル映画・・・「できるだけ多くの人が利用できる」ように、

音声ガイドや日本語字幕がついている映画です

午後２時から多目的ホールにて上映します。

東日本大震災が起きた時、津波警報が聞こえなかったために亡くなった人たちが

いた。耳の聞こえない人たちだ。自身も耳が聞こえない今村彩子が地震の11日後に

宮城を訪れ、2年4ケ月間かけて取材したドキュメンタリー。

たくさんの来場

お待ちしてます！

【返却ポストに入れてはいけない資料】

　◆DVDやCD、CD付きの本、カセット、ビデオ

　◆紙芝居、大型絵本

　◆赤磐市外から取り寄せた本

　“返却ポスト”ってご存知ですか？

これらの資料は返却ポストにいれると破損するかもしれないので、

図書館が開館してからカウンターでお返しくださいね。

　案外知られない方も多いのではないでしょうか。図書館が閉まっている間に、本の返却窓口
になっているのが“返却ポスト”です。図書館の入り口の右側

壁面にあり、閉館時間でも借りた本を返すことができます。

　返却ポストに投函された本は、ローラーの上を転がったあと、

下にある大きな箱型のブックトラックの中に落ちます。

本はその中にどんどん積みあがっていきます。そして、翌開館日

の朝、返却されて本棚に並びます。

　普段はそんなに多くありませんが、休館日の翌日にはたくさん

の本が返却ポストに入っています。そのため、休日前には

ブックトラックの代わりに大きなマットを床一面に広げています。

職員は朝から大忙しです。

【丸山亜季選手【背番号２０*滋賀県出身*（ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ）ﾘﾍﾞﾛ】

今回ご紹介するのは、背番号２０番の丸山亜季選手!!

「白桃プレミアムソフトクリーム！！」がお気に入り

という丸山亜季選手の「おすすめの一冊」です☆

中央図書館での、視聴覚資料の貸出ベスト１０です☆
※視聴覚資料・・・ＣＤ・ＤＶＤ・ビデオ・カセットテープ

順位 人　名 請求記号

1 いきものがかり／演奏 CD290イ

2 是枝　裕和／監督、脚本、編集 DV778ソ

北島　三郎 ほか／唄 CD290カ

宮崎　駿／原作、脚本、監督 DVD778セ

Perfume／歌 CD290パ

E-girls ほか／演奏 CD290ワ

森　進一 ほか／演奏 CD290エ

KOBUKURO／演奏 CD290コ２

中森　明菜／歌 CD290ナ

山口　百惠／歌 CD290ヤ

Superfly／演奏 CD290ス

山田　洋次／監督 DV778チ

西野　カナ／歌 CD290二

アレクサンドル・ブラフスキー／監督、脚本 DV778.2レ

千と千尋の神隠し（DVD）

Perfume～Complete　Best～（CD）

そして父になる（DVD）

歌謡曲ベスト・リクエスト（CD）

私とドリカム（CD）

オールタイム・ベスト（CD）

ALL　SINGLES　BEST　２（CD）

タ　　イ　　ト　　ル

コンプリート・シングルコレクション（CD）

3

5

7

レニングラード（DVD）

Love　Collection～mint～（CD）

小さいおうち（DVD）

演歌の花道　ビクター編（CD）

バラー丼（ＣＤ）

Superfly　BEST（CD）

【新着図書情報】平成２８年１０月１３日～平成２８年１１月３日受入分より抜粋

請求記号 書　　名 著者 請求記号 書　　名 著者

002.7タ ふせんの技１００－仕事、人生がはかどる！－ 舘神　龍彦 Ｆアサ 天を灼く あさの　あつこ

159タ こころの匙加減　－１００歳の精神科医が見つけた－ 高橋　幸枝 Ｆアサ アレグロ・ラガッツァ あさの　あつこ

159テ できる人のお金の増やし方 リチャード・テンプラー Ｆイシ パレードの明暗 石持　浅海

188.8二 ニャンわり生きよう　－気持ちがまあるくなる猫禅語－
「ニャンわり生きよう」猫

禅語研究会 Ｆイチ ジェリーフィッシュは凍らない 市川　憂人

238.0ア セカンドハンドの時代　－「赤い国」を生きた人びと－
スヴィトラーナ・アレクシ

エーヴィチ Ｆイノ 綴られる愛人 井上　荒野

289.3ム
池上彰とホセ・ムヒカが語り合ったほんとうの豊かさって何

ですか？ 池上　彰 Fヴィ ヴィジョンズ 宮部　みゆき

324.6ス
すぐに役立つ入門図解最新成年後見のしくみと申請手続

き 安部　高樹 Ｆウブ 十二人の死にたい子どもたち 冲方　丁

331.2ネ ノーベル経済学賞　－天才たちから専門家たちへ－ 根井　雅弘 Ｆオオ ツタよ、ツタ 大島　真寿美

335.8ズ 図解ＮＰＯ法人の設立と運営のしかた 宮入　賢一郎 Fオク 五つ星をつけてよ 奥田　亜希子

350.1コ
だから数字にダマされる　－「若者の○○離れ」「昔はよ

かった」の９割はウソ－ 小林　直樹 Ｆカキ あなたのゼイ肉、落とします 垣谷　美雨

367.9ド 同性婚だれもが自由に結婚する権利 同性婚人権救済弁護団 Ｆカト 好きなひとができました 加藤　元

369.4コ 子どもと貧困 朝日新聞取材班 Ｆカベ 空への助走　－福峰工業高校運動部－ 壁井　ユカコ

457.8ツ 楽しい動物化石 土屋　健 Ｆキョ２ 虚実（うそまこと）妖怪百物語　破 京極　夏彦

490.15ロ 老衰死　－大切な身内の穏やかな最期のために－ ＮＨＫスペシャル取材班 Fクボ すみなれたからだで 窪　美澄

493.74イ
ギャンブル依存と生きる　－家族、支援者と生きづらさを乗

り越えるために－ 稲村　厚 Ｆコヤ リリース 古谷田　奈月

495.46ニ 乳がんと生きる　－ステージ４記者の「現場」－ 毎日新聞生活報道部 Fコン 継続捜査ゼミ 今野　敏

498.58ア
太らない間食　－最新の栄養学がすすめる「３食＋おや

つ」習慣－ 足立　香代子 Ｆコン シャルロットの憂鬱 近藤　史恵

499.15フ 危険ドラッグの基礎知識 舩田　正彦 Ｆサワ 秋萩の散る 澤田　瞳子

504セ
世界を変える１００の技術　－日経テクノロジー展望２０１７

－ 日経ＢＰ社 Ｆシバ Ｍの暗号 柴田　哲孝

517.5ス 事例からみた水害リスクの減災力 末次　忠司 Ｆシバ 青光の街 柴田　よしき

518.5ヤ ごみゼロへの挑戦　－ゼロウェイスト最前線－ 山谷　修作 Ｆシン 優しい街 新野　剛志

519.9イ
日本の防災、世界の災害　－日本の経験と知恵を世界の

防災に生かす－ 石渡　幹夫 Ｆセナ この青い空で君をつつもう 瀬名　秀明

533.8ス
図解冷凍設備の基礎　－はじめて冷凍設備を学ぶ人のた

めに－ 鈴木　輝明 Ｆタチ 横濱つんてんらいら 橘　沙羅

536ジ
ＪＲ鉄道車両パーフェクト　－現役のＪＲ車両＆列車コレク

ショ ン－ Ｆタニ 世界一ありふれた答え 谷川　直子

538.6ト トコトンやさしいドローンの本 鈴木　真二 Ｆツキ 黒涙 月村　了衛

585.5ト トコトンやさしい段ボールの本 レンゴー株式会社 Ｆツム 浮遊霊ブラジル 津村　記久子

596ク クックパッドのおいしい厳選！鍋レシピ クックパッド株式会社 Ｆドウ メビウス１９７４ 堂場　瞬一

652.1フ 林業がつくる日本の森林 藤森　隆郎 Ｆドバ スマイリング！　－岩熊自転車関口俊太－ 土橋　章宏

673.9セ 世界の個性派カフェ＆レストラン ＰＩＥ　ＢＯＯＫＳ Ｆナル 悪玉 鳴海　章

675ナ
なぜ、日本人は考えずにモノを買いたいのか？　－１万人

の時系列データでわかる日本の消費者－
野村総合研究所 Ｆニタ 一○一教室 似鳥　鶏

702.1二
ニセモノ図鑑（視点で変わるオモシロさ！）　－見るだけで

楽しめる！－ 西谷　大 Ｆヌク 壁の男 貫井　徳郎

723.3ゴ ゴッホへの招待 朝日新聞出版 Ｆハマ コクーン 葉真中　顕

726.5サ 毎日が楽しくなる手帳イラストが描ける本 坂本　奈緒 Ｆハラ リーチ先生 原田　マハ

770.4タ 芸能人寛容論　－テレビの中のわだかまり－ 武田　砂鉄 Fヒガ かがやき荘アラサー探偵局 東川　篤哉

816.6コ 「こころ」が伝わる手紙の書き方とマナー文例集 西東社編集部 Ｆヒガ 恋のゴンドラ 東野　圭吾

816.6ナ 文豪に学ぶ手紙のことばの選びかた 中川　越 Fヒグ 火竜の山　－南アルプス山岳救助隊Ｋ－９－ 樋口　明雄

914.6イ ただ生きていく、それだけで素晴らしい 五木　寛之 Ｆホサ 地鳴き、小鳥みたいな 保坂　和志

914.6カ なんでわざわざ中年体育 角田　光代 Ｆホン 紙の城 本城　雅人

914.6ホ 試行錯誤に漂う 保坂　和志 Ｆミス ドローン・スクランブル 未須本　有生

914.6モ ぐるぐる問答　－森見登美彦氏対談集－ 森見　登美彦 Ｆミヤ 校閲ガール　トルネード 宮木　あや子

933.7シ わかっていただけますかねえ ジム・シェパード Fモロ 梅もどき 諸田　玲子

933.7デ 煽動者 ジェフリー・ディーヴァー Ｆヤマ つめ 山本　甲士

949.5ア タイムボックス アンドリ・Ｓ．マグナソン Ｆヤマ カムパネルラ 山田　正紀

949.8マ 流砂 ヘニング・マンケル Ｆユズ 慈雨 柚月　裕子

B031.8ア アレの名前大百科 みうら　じゅん Ｆヨシ 犯罪小説集 吉田　修一

B809.2カ おとなの雑談力 梶原　しげる Ｆヨシ 賤ヶ岳の鬼 吉川　永青

　　　　　　　　　　　　　　12月28日（水）から1月4日（水）まで、図書館は長いお休み

　　　　　　　　　　　　　になります。きっと返却ポストは満杯☆大活躍です。

　　　　　　　　　　　　　でも、返却ポストをご利用になるときには、次のことに気をつけて

　　　　　　　　　　　　　くださいね。　　



ご

  

「でーれーガールズ 」（ＤＶＤ）

原田 マハ／原作

【内容紹介】
東京から岡山に転校してきた鮎子は、描いていた

恋愛マンガを通して、武美と仲良くなる。だが、

ある事件をきっかけに仲違いをしたまま別れるこ

とに。30年後、漫画家になった鮎子は、岡山で

武美と再会する。

「期待はずれのドラフト１位」
元永 知宏 ／著（Ｙ783 モ）

【内容紹介】
失敗しても、成功しても、そこで終わりではない。

何歳になっても「人生はこれから」なのだ。将来

を嘱望されてプロ入りした6人の野球選手たち。

戦力外通告、現役引退。彼らの苦悩と新たな挑戦

の軌跡を追う。

「みやこさわぎ 」

西條 奈加 ／著（Fサイ）

【内容紹介】
若手芸妓・都姐さんが寿退職することなったの

だが、なぜか表情が冴えなくて…。神楽坂で起

こる事件をもと芸者のおばあちゃん・お蔦さん

が痛快に解決するシリーズ第3弾。『ミステリー

ズ!』掲載を単行本化。

【一般書】 【ヤングアダルト】(中・高生向き図書）

【視聴覚資料】

「フィンセント・ファン・ゴッホ」

ルース・トムソン／著（723 ゴ）

【内容紹介】
近代美術を代表する画家のひとりであり、燃え

るような絵画への情熱をみなぎらせたフィンセ

ント・ファン・ゴッホ。その一生と作品、技法、

時代背景などを、豊富な図版とともに解説する。

【児童書】

“地域コーナー展示ケース”今月の展示のご紹介

１２月１日（木）～１２月２７日（火）

作　品：デコパージュ

作　者：堀川　有希さん（地域おこし協力隊）

　ヨーロッパ発祥のデコパージュは、ペーパーナプキンを切り抜いたり

ちぎったりして、色々な素材にパッチワークのように貼り付けていく

ハンドメイド技法です。ハサミで切って貼るだけで自分の好きなように

デザインできるので、簡単にオンリーワンのものが作れて楽しいです。

　デコパージュ液は、糊とコーティングの役割があるので、仕上げは

防水にもなります。布・紙・ガラス・金属・プラスチック・木など

様々な素材に貼ることができるので、お手持ちの生活雑貨を幅広く

アレンジできますよ♪

【新着図書情報】平成２８年１０月１３日～平成２８年１１月３日受入分より抜粋

請求記号 書　　名 著者 請求記号 書　　名 著者

002.7タ ふせんの技１００－仕事、人生がはかどる！－ 舘神　龍彦 Ｆアサ 天を灼く あさの　あつこ

159タ こころの匙加減　－１００歳の精神科医が見つけた－ 高橋　幸枝 Ｆアサ アレグロ・ラガッツァ あさの　あつこ

159テ できる人のお金の増やし方 リチャード・テンプラー Ｆイシ パレードの明暗 石持　浅海

188.8二 ニャンわり生きよう　－気持ちがまあるくなる猫禅語－
「ニャンわり生きよう」猫

禅語研究会 Ｆイチ ジェリーフィッシュは凍らない 市川　憂人

238.0ア セカンドハンドの時代　－「赤い国」を生きた人びと－
スヴィトラーナ・アレクシ

エーヴィチ Ｆイノ 綴られる愛人 井上　荒野

289.3ム
池上彰とホセ・ムヒカが語り合ったほんとうの豊かさって何

ですか？ 池上　彰 Fヴィ ヴィジョンズ 宮部　みゆき

324.6ス
すぐに役立つ入門図解最新成年後見のしくみと申請手続

き 安部　高樹 Ｆウブ 十二人の死にたい子どもたち 冲方　丁

331.2ネ ノーベル経済学賞　－天才たちから専門家たちへ－ 根井　雅弘 Ｆオオ ツタよ、ツタ 大島　真寿美

335.8ズ 図解ＮＰＯ法人の設立と運営のしかた 宮入　賢一郎 Fオク 五つ星をつけてよ 奥田　亜希子

350.1コ
だから数字にダマされる　－「若者の○○離れ」「昔はよ

かった」の９割はウソ－ 小林　直樹 Ｆカキ あなたのゼイ肉、落とします 垣谷　美雨

367.9ド 同性婚だれもが自由に結婚する権利 同性婚人権救済弁護団 Ｆカト 好きなひとができました 加藤　元

369.4コ 子どもと貧困 朝日新聞取材班 Ｆカベ 空への助走　－福峰工業高校運動部－ 壁井　ユカコ

457.8ツ 楽しい動物化石 土屋　健 Ｆキョ２ 虚実（うそまこと）妖怪百物語　破 京極　夏彦

490.15ロ 老衰死　－大切な身内の穏やかな最期のために－ ＮＨＫスペシャル取材班 Fクボ すみなれたからだで 窪　美澄

493.74イ
ギャンブル依存と生きる　－家族、支援者と生きづらさを乗

り越えるために－ 稲村　厚 Ｆコヤ リリース 古谷田　奈月

495.46ニ 乳がんと生きる　－ステージ４記者の「現場」－ 毎日新聞生活報道部 Fコン 継続捜査ゼミ 今野　敏

498.58ア
太らない間食　－最新の栄養学がすすめる「３食＋おや

つ」習慣－ 足立　香代子 Ｆコン シャルロットの憂鬱 近藤　史恵

499.15フ 危険ドラッグの基礎知識 舩田　正彦 Ｆサワ 秋萩の散る 澤田　瞳子

504セ
世界を変える１００の技術　－日経テクノロジー展望２０１７

－ 日経ＢＰ社 Ｆシバ Ｍの暗号 柴田　哲孝

517.5ス 事例からみた水害リスクの減災力 末次　忠司 Ｆシバ 青光の街 柴田　よしき

518.5ヤ ごみゼロへの挑戦　－ゼロウェイスト最前線－ 山谷　修作 Ｆシン 優しい街 新野　剛志

519.9イ
日本の防災、世界の災害　－日本の経験と知恵を世界の

防災に生かす－ 石渡　幹夫 Ｆセナ この青い空で君をつつもう 瀬名　秀明

533.8ス
図解冷凍設備の基礎　－はじめて冷凍設備を学ぶ人のた

めに－ 鈴木　輝明 Ｆタチ 横濱つんてんらいら 橘　沙羅

536ジ
ＪＲ鉄道車両パーフェクト　－現役のＪＲ車両＆列車コレク

ショ ン－ Ｆタニ 世界一ありふれた答え 谷川　直子

538.6ト トコトンやさしいドローンの本 鈴木　真二 Ｆツキ 黒涙 月村　了衛

585.5ト トコトンやさしい段ボールの本 レンゴー株式会社 Ｆツム 浮遊霊ブラジル 津村　記久子

596ク クックパッドのおいしい厳選！鍋レシピ クックパッド株式会社 Ｆドウ メビウス１９７４ 堂場　瞬一

652.1フ 林業がつくる日本の森林 藤森　隆郎 Ｆドバ スマイリング！　－岩熊自転車関口俊太－ 土橋　章宏

673.9セ 世界の個性派カフェ＆レストラン ＰＩＥ　ＢＯＯＫＳ Ｆナル 悪玉 鳴海　章

675ナ
なぜ、日本人は考えずにモノを買いたいのか？　－１万人

の時系列データでわかる日本の消費者－
野村総合研究所 Ｆニタ 一○一教室 似鳥　鶏

702.1二
ニセモノ図鑑（視点で変わるオモシロさ！）　－見るだけで

楽しめる！－ 西谷　大 Ｆヌク 壁の男 貫井　徳郎

723.3ゴ ゴッホへの招待 朝日新聞出版 Ｆハマ コクーン 葉真中　顕

726.5サ 毎日が楽しくなる手帳イラストが描ける本 坂本　奈緒 Ｆハラ リーチ先生 原田　マハ

770.4タ 芸能人寛容論　－テレビの中のわだかまり－ 武田　砂鉄 Fヒガ かがやき荘アラサー探偵局 東川　篤哉

816.6コ 「こころ」が伝わる手紙の書き方とマナー文例集 西東社編集部 Ｆヒガ 恋のゴンドラ 東野　圭吾

816.6ナ 文豪に学ぶ手紙のことばの選びかた 中川　越 Fヒグ 火竜の山　－南アルプス山岳救助隊Ｋ－９－ 樋口　明雄

914.6イ ただ生きていく、それだけで素晴らしい 五木　寛之 Ｆホサ 地鳴き、小鳥みたいな 保坂　和志

914.6カ なんでわざわざ中年体育 角田　光代 Ｆホン 紙の城 本城　雅人

914.6ホ 試行錯誤に漂う 保坂　和志 Ｆミス ドローン・スクランブル 未須本　有生

914.6モ ぐるぐる問答　－森見登美彦氏対談集－ 森見　登美彦 Ｆミヤ 校閲ガール　トルネード 宮木　あや子

933.7シ わかっていただけますかねえ ジム・シェパード Fモロ 梅もどき 諸田　玲子

933.7デ 煽動者 ジェフリー・ディーヴァー Ｆヤマ つめ 山本　甲士

949.5ア タイムボックス アンドリ・Ｓ．マグナソン Ｆヤマ カムパネルラ 山田　正紀

949.8マ 流砂 ヘニング・マンケル Ｆユズ 慈雨 柚月　裕子

B031.8ア アレの名前大百科 みうら　じゅん Ｆヨシ 犯罪小説集 吉田　修一

B809.2カ おとなの雑談力 梶原　しげる Ｆヨシ 賤ヶ岳の鬼 吉川　永青
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