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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

 

第1回 ９月２１日（木） テーマ：「赤磐を通った歴史」 

     場所：中央図書館多目的ホール 

第２回 １０月１２日（木） テーマ：「決闘で迷った宮本武蔵」 

            場所：吉井図書館視聴覚室 

第３回 １０月２６日（木）テーマ：「瀬戸内寂聴さんと奥の細道」 
          場所：赤坂管理センター多目的ホール 

第４回 １１月２日（木） テーマ：「赤磐より天下に名高い児島三郎高徳」 

             場所：くまやまふれあいセンター会議室 

               時間は午後１時半から午後３時半まで。 

 （元岡山大学教育学部非常勤講師） 

９月１日(金）１０時より中央図書館にて 

受講申し込み受付始まります！ 

図書館の夏時間

サマータイムが終わりました☆

ご利用ありがとうございました！！
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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６番の渡邊真恵選手!!

岡山は果物がおいしい♪という

渡邊真恵選手の「おすすめの一冊」です☆

おすすめの本：「夜のピクニック」　　　

　　　　　　　 恩田　陸／著　　　　　

おすすめの一言：青春物語。

　 　　　　　　  一人一人の人物がしっかり表現されていて、

            　       それぞれのキャラクターの中に、それぞれの

            　       優しさが溢れ出ていて感情移入しやすい本です。

【渡邊真恵選手【背番号6*岩手県出身*（ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ）ライト】

第１回  ９月１７日（日） 

テーマ「宇治の世界 大君・中の君」 

第２回  １０月１５日（日） 

テーマ「宇治の世界 浮舟」 

時間：午前１０時から１２時 

場所：赤磐市立中央図書館 多目的ホール 

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） 

９月１日(金）１０時より中央図書館にて 

受講申し込み受付始まります！ 

まだまだ残暑は続いていますが、厳しい暑さが続いた今年の夏も、もう少しで終わろう
としています。
図書館では、今年も6月1日から８月31日の期間、サマータイムを実施しました。

期間中は、開館時間を午前・午後それぞれ1時間づつのばしてご利用いただきました。
朝、お仕事やお出かけの前に、また夕方少し涼しくなってからご家族おそろいで・・・
など、ご利用いただく場面はさまざまですが多くの皆さまにご利用いただきました。

これからも、ご利用いただく皆さまの目線にたったサービスの提供を心がけ
赤磐市らしいONLY　ONEの図書館を目指したいと考えております。
今後とも、赤磐市立図書館をどうぞよろしくお願いいたします☆

赤磐市立図書館では「暮らしに役立つ図書館」を目標に掲げ、運営だけでなく利用者

の方へのサービスにも改善と工夫を加えるよう努力しています。
サマータイムもその一環として実施させていただきました。
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「うまれる」（ＤＶＤ） 

                             

【内容紹介】 

 自分たちが生まれてきたことの意味や家族

との絆、命の大切さ、人とのつながり。4組

の家族を通して、生きることについて考える

ドキュメンタリー映画。 

                                   

 

 
 

「敗北を力に！」 

      元永 知宏／著（Ｙ783モ） 

 
【内容紹介】 
甲子園を熱狂させる名勝負や、明暗が分かれ

る延長戦や大逆転。惜しくも甲子園で敗れた

者たちは、どのようにして涙を力に変えたの

か。激闘の末に敗れた8人の球児たちの「そ

の後」の歩みを追う。 

 
 

「悩むなら、旅に出よ。」 

  伊集院 静／著（915.6イ） 

 

【内容紹介】  

スペイン、フランス、アメリカ、京

都など、作家・伊集院静が世界の旅

先でふっと心に響いた「ひと言」を

紹介する紀行文集。        

【一般書】 【ヤングアダルト】(中・高生向き図書）

【視聴覚資料】 
 

「話したくなる世界の国旗」 

    安部 泉／監修（288ハ） 

              

【内容紹介】 
「国旗」を読み解いて異文化理解を深めよ

う！世界でもっとも変更された国旗、日の

丸に似ている国旗など、誰かに話したくな

る世界の国旗のお話を紹介します。２０８

の国や地域の旗と基礎情報も掲載。 

【児童書】

“地域コーナー展示ケース”今月の展示のご紹介

作　品：源氏香図と源氏物語の和歌

作　者：古田　記玖子さん（赤磐市在住）

９月１日（金）～９月３０日（土）

源氏香図は組香の香りの組み合わせを表現する図柄で52通り

あります。源氏物語54帖のうち、巻頭の藤壺と巻末の夢浮橋

を除いた52の巻名にそれぞれの図柄が付されました。一対の

貝にそれぞれの図柄に関係のある絵模様と源氏物語の和歌を

組み合わせて描いた作品の展示です。鮮やかな色彩で描かれ

た源氏香図と和歌で源氏物語の世界をお楽しみください。

【新着図書情報】平成２９年７月６日～平成２９年８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

007.2ナ ＩＴ全史 中野　明 Ｆアサ 薫風ただなか あさの　あつこ

019.5ジ 十歳までに読んだ本 西　加奈子 Ｆイオ 悪寒 伊岡　瞬

021.4フ 魔法をかける編集 藤本　智士 Ｆイサ ＡＸ 伊坂　幸太郎

070.4ツ 「ポスト真実」の時代 津田　大介 Ｆイチ ＭＭ 市川　拓司

141.3デ 出口汪のマンガでわかるすごい！記憶術 出口　汪 Ｆイツ 少女は夜を綴らない 逸木　裕

141.6オ ちいさなことにイライラしなくなる本 大嶋　信頼 Ｆイワ 嘘と人形 岩井　志麻子

159.6ヵ 子や孫にしばられない生き方 河村　都 Ｆイワ 絢爛たる奔流 岩井　三四二

159ヤ 身軽に生きる 矢作　直樹 Ｆオオ 秋霧 大倉　崇裕

209.5マ １４９３＜入門世界史＞ シャールズ・Ｃ.マン Ｆオオ 光二郎分解日記 大山　淳子

210.1タ おかあさん、日本の国っていつ始まったの？ 武田　ひさこ Ｆオカ 病弱探偵 岡崎　琢磨

280.4イ 世界を動かす巨人たち　経済人編 池上　彰 Ｆカト うなぎ女子 加藤　元

289.3ロ 悪魔の日記を追え ロバート・Ｋ.ウィットマン Ｆクジ 歴史はバーで作られる 鯨　統一郎

302.3エ 「西洋」の終わり ビル・エモット Ｆコジ 囚われの盤 小島　環

312.9マ 恐怖の地政学 T.マーシャル Ｆササ 真夏の雷管 佐々木　譲

316.4ヴ ブラック・フラッグス　上・下 ジョ ビー・ウォリック Ｆサト 怪盗桐山の藤兵衛の正体 佐藤　雅美

330ウ １０代からのマネー図鑑 マーカス・ウィークス Ｆサワ 腐れ梅 澤田　瞳子

336.4マ マンガでわかる！質問力 谷原　誠 Ｆシイ 家族のあしあと 椎名　誠

347.2タ ９９％の日本人がわかっていない国債の真実 高橋　洋一 Ｆシガ 煌（きらり） 志川　節子

376.1ホ 保育園のおやつ 食べもの文化編集部 Ｆシノ 仁者無敵 志野　靖史

480.9イ ぼくの村がゾウに襲われるわけ。 岩井　雪乃 Ｆショ マイ・ディア・ポリスマン 小路　幸也

487.5タ よみがえる魚たち 高橋　清孝 Ｆシン 暗闇のアリア 真保　裕一

498.39タ
１６万人の脳画像を見てきた脳医学者が教える

「脳を本気」にさせる究極の勉強法 瀧　靖之 Ｆスズ 桶狭間の四人 鈴木　輝一郎

498.54オ その食べ物、偽物です！ ラリー・オルムステッド Ｆタカ 政略結婚 高殿　円

518.1コ トコトンやさしい水道管の本 高堂　彰二 Ｆタキ 明治乙女物語 滝沢　志郎

569.8ニ 地質のプロが教える街の中でみつかる「すごい石」 西本　昌司 Ｆドウ ネタ元 堂場　瞬一

594オ 赤ちゃんのためのかわいい小もの 奥山　千晴 Ｆトリ 紅城奇譚 鳥飼　否宇

595.6モ 糖質をやめられないオトナ女子のためのヤセ方図鑑 森　拓郎 Ｆナカ ネメシスの使者 中山　七里

596.3オ おいしい雑草料理 小崎　順子 Ｆナカ ニュータウンクロニクル 中澤　日菜子

596.8キ キレイに見える食べ方図鑑 ホームライフ取材班 Ｆナガ もう生まれたくない 長嶋　有

597.9ジ 重曹＆クエン酸使いこなしアイデア集 Ｆナガ 月夜に溺れる 長沢　樹

645.6ホ
世界のアニマルシェルターは、

　　　　犬や猫を生かす場所だった。 本庄　萌 Ｆヌカ 潮風エスケープ 額賀　澪

664.6ヒ 喰ったらヤバいいきもの 平坂　寛 Ｆハタ とるとだす 畠中　恵

682.1キ 牛車で行こう！ 京樂　真帆子 Ｆハム 嵯峨野花譜 葉室　麟

686.5カ 関西感動の駅トラベル ベストフィールズ Ｆフク 空に咲く恋 福田　和代

723ナ 怖い絵のひみつ。 中野　京子 Ｆフジ タフガイ 藤田　宜永

726.6カ かこさとし Ｆフル 非常出口の音楽 古川　日出男

726.6マ 「いる」じゃん 松本　大洋 Ｆマヤ 標的 真山　仁

798イ スポーツがうまくなる脳トレ算数パズル 稲葉　直貴 Ｆミズ 俺たちはそれを奇跡と呼ぶのかもしれない 水沢　秋生

835.6タ もう迷わない！前置詞の使い方がわかる本 多岐川　恵理 Ｆミツ わざと忌み家を建てて棲む 三津田　信三

911.3セ ひとり　－句集－ 瀬戸内　寂聴 Ｆムラ 青春は燃えるゴミではありません 村上　しいこ

914.6ア 風と共にゆとりぬ 朝井　リョウ Ｆモリ 深海の寓話 森村　誠一

914.6ア バブルノタシナミ 阿川　佐和子 Ｆモリ 南風（みなみ）吹く 森谷　明子

914.6ミ 新編　若き知性に 宮本　百合子 Ｆヤマ ここから先は何もない 山田　正紀

916タ 丹野智文笑顔で生きる 丹野　智文 Ｂ470イ 子どもに教えてあげられる散歩の草花図鑑 岩槻　秀明

933.7シ ガラスの封筒と海と アレックス・シアラー Ｂ933.7ウ フロスト始末　上・下
R.D.ウィング

フィールド

943.7シ 階段を下りる女 ベルンハルト・シュリンク ＢＦヨシ 一行怪談 吉田　悠軌


