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赤磐市立中央図書館【きらりプラザ】
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『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。そんな岡山シーガルズの皆さんの“おすすめの１冊”を

ご紹介します☆

今回ご紹介するのは、背番号２９番の丸山美緒選手!!

「桃がお気に入りの食べ物！」という丸山美緒選手の

「おすすめの一冊」です☆

おすすめの本：「悪の教典」　　　　

　　　　　　　貴志　祐介／著　　　　　

おすすめの一言：裏の顔を持つサイコキラーの担任。その担任が自分の過去を

　 　　　　　　知られてしまったために生徒全員を出席をとるみたいに殺し

　 　　　　　　ていく内容です。ホラー小説なので怖い部分がありますが、

　　　　　　　ぜひ読んでみて下さい。　　

【丸山美緒選手【背番号２９*兵庫県出身*（ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ）セッター】
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日 月 火 水 木 金 土

    　○木曜日は午後８時まで

　　　　　 6月…開館時間：午前９時から午後７時まで
　　　　　　　　  　　　　 ○木曜日は午後８時まで

 は休館日　5月…開館時間：午前10時から午後６時まで

岡山のむかしばなし 

  絵本原画展 5 
    日時 平成２９年５月２７日（土）～６月２日（金）  
                    ※２９日（月）休館日は除く 

場所 赤磐市立中央図書館多目的ホール （入場無料） 

書名：絵本岡山のむかしばなし 9  

    「すずめときつつき」 

作家名：曜山 真 

出版者：山陽新聞社出版局 

書名：絵本岡山のむかしばなし 10  

    「ねずみのもちつき」 

作家名：河野 磐 

出版者：山陽新聞社出版局 

“サマータイム”がはじまります！！

（木曜日は午前９時から午後８時まで）

６月１日（木）から８月３１日（木）まで、図書館の
開館時間が変わります。

中央図書館は午前９時から午後７時まで開館します。

　今年の夏も、少しだけ開館時間が長くなります。

　朝は９時から開いているので、朝の散歩の途中、休憩に図書館に寄っていただいて
新聞や雑誌を読んでいただいたり、お出かけ前に寄って本を返却していただくことが
できます。また、午後７時まで開いているので、仕事帰りにちょっと寄って本を選んで
いただくこともできます。

　暑い夏、朝、夕、時間を有効に使って図書館で有意義な夏をお過ごしください。

※赤坂図書館・熊山図書館・吉井図書館の開館時間は午前９時から午後６時までです。

５月２７日（土）～５月３１日（水）まで １０：００～１８：００  

６月１日（木）                 ９：００～２０：００ 

６月２日（金）                 ９：００～１９：００ 

５月２８日（日）、岡山のむかしばなしのおはなし会を開催します！ 

       午後２時より、会場の多目的ホールにて！ 

       絵本の世界をより深くお楽しみください！！ 
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「松竹120周年映画音楽集」  

（CD） 

                  

【内容紹介】 
松竹120周年を記念して、1959年の『人間

の条件 第3部 望郷篇』から2015年までの

松竹の映画のテーマ曲を年代順に収録。 

 

 

 
 

「13歳からの夏目漱石  

   ～生誕百五十年、その時代と作品～」 

   小森 陽一／著 （Y910コ） 

 
【内容紹介】 
夏目漱石の作家としての生涯を解説するとと

もに、その時代と作品について考察する。

2016年8月に開催された「中高生のための漱

石講座」の内容をもとに書籍化されている。 

 
 

「夜ふけのおつまみ」 
  スヌ子/著（596ス） 
 

【内容紹介】         
かけるだけ、混ぜるだけ、のせるだけ！お

酒とごはんの相性を追求する料理研究家が、

手軽なのに華のあるおつまみを作り方とと

もに紹介。つくりおき＆買いおきレシピも

収録。『ＦＲａＵ』連載をもとに書籍化。  

【一般書】 【ヤングアダルト】(中・高生向き図書）

【視聴覚資料】 
 

「やさいのがっこう 

    ピーマンくんゆめをみる」 

  なかや みわ／さく（Eナ アカ） 

 

【内容紹介】 
野菜の子どもたちが、おいしい野菜になるため

に通う「やさいのがっこう」。いつも居眠りば

かりのピーマンくんも、ついに立派な野菜にな

ることを決心しました。ところが何日かすると

また居眠りをするようになって・・・。 

【児童書】

“地域コーナー展示ケース”今月の展示のご紹介

５月２日（火）～５月３１日（水）

展示作品：あみぐるみ

作　　者：安原　真利子さん（赤磐市在住）

　あみぐるみは毛糸などの編み物で作った人形で、ひとつ

として同じ表情のものはなく、愛くるしいあみぐるみに思

わず笑みがこぼれます。

　今回の展示は動物のあみぐるみで、作品の大きさによっ

て１時間から１日かかるものまであるそうです。

　図書館で色とりどりのあみぐるみをお楽しみください♪

【新着図書情報】平成２９年３月９日～平成２９年３月３０日受入分より抜粋

請求記号 書　　名 著者 請求記号 書　　名 著者

Ａ387ミ 荒神とミサキ 三浦 秀宥 Ｆアオ 星に願いを、そして手を。 青羽　悠

Ａ498.6カ 語り継ぐハンセン病 山陽新聞社 Ｆアキ 機長、事件です！ 秋吉　理香子

007.3デ ビッグデータという独裁者 マルク・デュガン Ｆアサ 永久囚人 麻見　和史

070.4マ ポスト真実」時代のネットニュースの読み方 松林　薫 Ｆアシ 楽譜と旅する男 芦辺　拓

141.5ド アイデア大全 読書猿 Ｆアマ 産まなくても、産めなくても 甘糟　りり子

159ヤ 幸せを引き寄せる「口ぐせ」の魔法 山名 裕子 Ｆアヤ 人間じゃない　－綾辻行人未収録作品集ー 綾辻　行人

210.2コ 知られざる縄文ライフ 譽田 亜紀子 Ｆイガ 密告はうたう 伊兼　源太郎

289.3エ 大人が読みたいエジソンの話 石川　憲二 Ｆイケ キトラ・ボックス 池澤　夏樹

289.3ス 幸せは自分の中にある
ベニシア・スタン

リー・スミス Ｆイマ 芦田川 今井　絵美子

316.4ア 国際テロリズム 安部川　元伸 Ｆウエ 茜の茶碗 上田　秀人

336.1シ 情報セキュリティーの基本 島田　祐次 Ｆエガ クロカネの道 江上　剛

336.2サ 仕事の問題地図 沢渡　あまね Ｆオオ 優しい幽霊たちの遁走曲（フーガ） 太田　忠司

336.5シ できる人が絶対やらない資料のつくり方 清水　久三子 Ｆオン 錆びた太陽 恩田　陸

361.8コ 超一極集中社会アメリカの暴走 小林　由美 Ｆカキ 嫁をやめる日 垣谷　美雨

367.4フ 単身急増社会の希望 藤森　克彦 Ｆカジ 北斎まんだら 梶　よう子

368カ 孤独死大国 菅野　久美子 Ｆカト キャピタル 加藤　秀行

369コ コンパクトシティ実践ガイド コンパクトシティ研究会 Ｆカワ ぼくの死体をよろしくたのむ 川上　弘美

480マ 動物モグ図鑑 松原 卓二 Ｆクロ 岩場の上から 黒川　創

490.14オ 人生の意味が見つかるノート 小澤 竹俊 Ｆクロ 果鋭 黒川　博行

498.39カ 「めんどくさい」がなくなる脳 加藤 俊徳 Ｆクロ 黒い結婚　白い結婚 窪　美澄

498.3イ 老いるほど若く見える健康法 石原 結實 Ｆコウ 大暴落　ガラ 幸田　真音

507.2ハ はじめてでもよくわかる！特許・実用新案の手続き コンデックス情報研究所 Ｆサト スウィングしなけりゃ意味がない 佐藤　亜紀

509.1タ 国際標準の考え方 田中　正躬 Ｆシマ 天穹のテロリズム 嶋中　潤

547.4ツ 無線ネットワークシステムのしくみ 塚本　和也 Ｆシン 夜姫 新堂　冬樹

569ム 100歳まで元気でいるためのパパッと簡単!作りおき 村上 祥子 Ｆスミ か「」く「」し「」ご「」と「 住野　よる

589.2ク スタイリスト・栗原登志恵の10年ワードローブ 栗原 登志恵 Ｆタカ さすらいの皇帝ペンギン 高橋　三千綱

590カ 少ない予算で、毎日、心地よく美しく暮らす36の知恵 加藤 ゑみ子 Ｆタキ 松ノ内家の居候 瀧羽　麻子

601.1チ 地域しごとづくりへの挑戦
地域しごと創生会

議 Ｆタケ 図書室のピーナッツ 竹内　真

673.3オ 接客用語辞典 尾形　圭子 Ｆタケ しあわせな死の桜 竹本　健治

681.3モ １００歳までクルマを運転する 桃田　健史 Ｆテラ 今日のハチミツ、あしたの私 寺地　はるな

686.3マ 昭和解体 牧　久 Ｆナカ 秋山善吉工務店 中山　七里

687.9ア 羽田空港のひみつ 秋本 俊二 Ｆナガ 血縁 長岡　弘樹

702.1コ 古墳時代美術図鑑 古谷 毅 Ｆナガ ダークナンバー 長沢　樹

723ナ 運命の絵 中野　京子 Ｆニシ 芝公園六角堂跡 西村　賢太

726.6サ 佐野洋子 オフィス・ジロチョ ー Ｆハダ 成功者Ｋ 羽田　圭介

786.3ホ 一人を楽しむソロキャンプのすすめ 堀田 貴之 Ｆハム 風のかたみ 葉室　麟

809.2マ まんがでわかる超一流の雑談力 前山 三都里 Ｆフジ 奈緒と私の楽園 藤田　宜永

910.2ハ 文士の遺言 半藤　一利 Ｆフル ゆらぐ玉の緒 古井　由吉

914.6イ 無意味な人生など、ひとつもない 五木　寛之 Ｆマツ みすゞと雅輔 松本　侑子

914.6イ 孤独という名の生き方 家田 荘子 Ｆマツ 名誉と恍惚 松浦　寿輝

914.6キ 愛さずにいられない 北村　薫 Ｆモリ 出会いなおし 森　絵都

914.6ハ 下衆の極み 林　真理子 Ｆモロ 今ひとたびの、和泉式部 諸田　玲子

915.6イ 旅人よ　どの街で死ぬか。 伊集院　静 Ｆヤノ 鬼神 矢野　隆

933.7ウ 無限の書 Ｇ.ウィロー・ウィルソン ＢＦドウ 潜る女 堂場　瞬一

933.7ワ 時間のないホテル ウィル・ワイルズ Ｂ498.38ヒ 長寿の道しるべ 日野原　重明

934.7オ 冬の日誌 ポール・オ－スター Ｂ590ミ フランス人の部屋にはゴミ箱がない MIKA POSA


