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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

 ★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。

たい平は落語修行をあきらめ、独り長屋に流れ着く。そこで出会った心を閉ざす少年に 

落語を教えることに。いつの間にか親子の様に笑い合う2人は、長屋の個性豊かな連中 

に温かく包まれ自分を取り戻していく。 

 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

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。

【１２月】
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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１９番の森田夕貴選手!!

桃やピオーネの果物がおしいしくてお気に入りという

森田夕貴選手の「おすすめの一冊」です☆

おすすめの本：「また、同じ夢を見ていた」　　　　

　　　　　　　住野　よる／著　　　　　

【森田夕貴選手【背番号１９*大阪府出身*（ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ）ﾘﾍﾞﾛ】

おすすめの一言：「君の膵臓をたべたい」の次作で、主人公の

　 　　　　　　勇気ある行動がすごいなと感じました。

            　   素敵な本です！

「もういちど」（９５分） 

を貸出します 
～図書館スタッフが選んだ本を借りてみませんか～

年末年始に新たな本との出会いはいかがですか？

1袋には３冊の本。どんな本がはいっているかは

借りてからのお楽しみ！
＜期間＞１２月２３日（土）～※休館日をのぞく

＜数量＞先着１２０袋　※なくなり次第終了
　　　　●乳幼児向け

　　　　●幼児～小学校低学年向け

　　　　●小学校中・高学年向け

　　　　●大人向け

　　　　の４種類をご用意しています♪

平成２９年も、残りわずかになりました。
今年も図書館をご利用いただきありがとうございました。
新しい年も、図書館をどうぞよろしくお願いいたします☆

この返却ポストは、年末年始以外も図書館が閉まっている夜間や毎週月曜日などの
休館日にもご利用いただけます。どうぞご利用ください。

返却ポストの設置場所

返却ポストの中の様子

　　　　　　　　　　　　　　ところで、12月28日（木）から1月4日（木）まで、図書館は長いお休みになります。
　　　　　　　　　　　　　　そんな図書館が閉まっている時に、本の返却ができる“返却ポスト”があるのをご存知
　　　　　　　　　　　　　　ですか。年末年始は、皆さんとてもお忙しいと思います。
　　　　　　　　　　　　　　図書館が閉まっていても返却できる“返却ポスト”をご利用ください。　　

　　　　 なお、返却ポストのご利用では、次のことにお気をつけくださいね。
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「ソングス・オブ・ゴスペル 

                  ・ミュージック」(ＣＤ) 

 グローリー・ゴスペル・シンガーズ／歌   

                   

【内容紹介】 
誰もが知っている有名曲から、ゴスペルミュー

ジックとして欠かせない曲や、ア・カペラまで網

羅する。毎年恒例の日本クリスマス公演での人気

曲ばかりを収録する。 

 
 

「サケが帰ってきた！」 
   奥山 文弥／著（Ｙ６６４オ） 

 
【内容紹介】 
福島県双葉郡楢葉町を流れる木戸川で、サケ

の養殖事業に従事していた謙太郎。ところが、

東日本大震災と原発事故が起こる。釣りが大

好きな青年が、ふるさと再生のために奮闘す

る姿を描いたノンフィクション。 

 

 
 

「１００年後も見たい動物園で会える 

 絶滅危惧動物」 （480.9ヒ） 

 

【内容紹介】         
現在、地球上の多くの生物が絶滅の危機に

ある。絶滅が危ぶまれている動物のうち、

動物園で見ることができる４０種を紹介す

る。 
 

【一般書】 【ヤングアダルト】(中・高生向き図書）

【視聴覚資料】 

 

「とうふやのかんこちゃん」 

 吉田 道子／文，小林 系／絵（９１３ヨ） 

 

【内容紹介】 
 お客さんの少ないとうふ屋の子ども・かんこは、

とうふの味のわかるお客さんが来て、とうさん

のとうふを「うまい」と言ってほしいと思って

います。そんなかんこのもとに2匹のキツネが来

て…？家族のあたたかさに満ちた物語。  

  

【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（金）～１２月２７日（水）

作　品：うつわ

作　者：山本　薫さん（赤磐市在住）

　「うつわ」作りは町苅田で１９９５年から始めました。

信楽の土を使って、白・グリーン色の織部、飴色、粉引、黒などの釉

薬をつけて焼いた作品の展示です。

　同じ手法で作っても、ひとつとして同じ「うつわ」にはならないの

で、オンリーワンの「うつわ」をお楽しみいただけます。

　オンリーワンの「うつわ」でごはんがおいしくなりますように！

【新着図書情報】平成２９年１０月１２日～平成２９年１１月２日受入分より抜粋

請求記号 書　　名 著者 請求記号 書　　名 著者

A217.5イ 津山藩 岩下　哲典 Ｆアイ トップリーグ 相場　英雄

A914.6ウ 大貧帳 内田　百間 Ｆアオ 踊る星座 青山　七恵

121.0ワ 和気清麻呂にみる誠忠のこころ 若井　勲夫 Ｆアサ 人間タワー 朝比奈　あすか

140.1ナ 自信過剰な私たち 中村　隆文 Ｆアヤ くちなし 彩瀬　まる

141.1コ 神童は大人になってどうなったのか 小林　哲夫 Ｆイガ 波濤の城 五十嵐　貴久

146.8オ 「行動できない」自分からの脱出法！ 大嶋　信頼 Ｆイサ クリスマスを探偵と 伊坂　幸太郎

159ク 逆境の中で咲く花は美しい 工藤　進英 Ｆイシ 世界で一番のクリスマス 石井　光太

210.0サ ハーバード日本史教室 佐藤　智恵 Ｆイジ 琥珀の夢　上･下 伊集院　静

210.4カ 戦国おもてなし時代 金子　拓 Ｆイマ 屍人荘の殺人 今村　昌弘

210.6カ 異説で読み解く明治維新 河合　敦 Ｆイワ 天魔の所業、もっての外なり 岩井　三四二

291.0イ 一生に一度はしてみたい！感動体験 Ｆオオ 覆面作家 大沢　在昌

291.6ホ 山夜景をはじめて楽しむ人のための関西ナイトハイキング 掘　寿伸 Ｆオカ 白霧学舎探偵小説倶楽部 岡田　秀文

327.8イ ばっちゃん 伊集院　要 Ｆオガ キラキラ共和国 小川　糸

331.8エ デジタルエコノミーはいかにして道を誤るか ライアン・エイヴェント Ｆオギ カシス川 荻野　アンナ

334.2ピ ライフ・プロジェクト ヘレン・ピアソン Ｆオリ 双生児 折原　一

338.1ロ ６０歳までに知っておきたい金融マーケットのしくみ
三井住友信託銀行マー

ケット企画部 Ｆカイ ポーラースター　２ 海堂　尊

361.4ブ 「困った人」との接し方・付き合い方 リック・ブリンクマン Ｆカサ 転生の魔 笠井　潔

367.3ハ 母親に、死んで欲しい
ＮＨＫスペシャル取

材班 Ｆカワ 森へ行きましょう 川上　弘美

391.6ス スノーデン日本への警告 エドワード・スノーデン Ｆキシ 愛のかたち 岸　恵子

491.6ナ こわいもの知らずの病理学講義 仲野　徹 Ｆキシ ミステリークロック 貴志　祐介

498.3オ おとな女子のセルフ健康診断 内山　明好 Ｆササ 乱世をゆけ 佐々木　功

498.58マ 医者が教える食事術最強の教科書 牧田　善二 Ｆシバ 千の扉 柴崎　友香

498.5イ 残念和食にもワケがある 岩村　暢子 Ｆショ 猫ヲ捜ス夢 小路　幸也

518.8マ まちを読み解く 西村　幸夫 Ｆショ 花歌は、うたう 小路　幸也

527チ 小さな平屋に暮らす。 山田　きみえ Ｆツジ エッグマン 辻　仁成

537.1ハ きちんと知りたい！軽自動車メカニズムの基礎知識 橋田　卓也 Ｆテラ みちづれはいても、ひとり 寺地　はるな

556.7カ 海上の巨大クレーン 出水　伯明 Ｆトオ オブリヴィオン 遠田　潤子

591タ
「教育費をどうしようかな」と思ったときにまず読

む本 竹下　さくら Ｆナカ 酒が仇と思えども 中島　要

596ミ １００％下ごしらえで絶対失敗しない定番料理 水島　弘史 Ｆネジ ナックルな三人 ねじめ　正一

599コ 感情的にならない子育て 高祖　常子 Ｆハナ 太閤私記 花村　萬月

615.8ジ 実践事例でわかる獣害対策の新提案 農業共済新聞 Ｆハヤ 西郷どん！　前・後編 林　真理子

651.7チ 小さい林業で稼ぐコツ 農山漁村文化協会 Ｆハラ たゆたえども沈まず 原田　マハ

662.1ズ 図解知識ゼロからの現代漁業入門 濱田　武士 Ｆフジ 満天のゴール 藤岡　陽子

685.9タ 宅配クライシス 日本経済新聞社 Ｆマツ 架空論文投稿計画 松崎　有理

762.1シ 山本直純と小澤征爾 柴田　克彦 Ｆマヤ オペレーションＺ 真山　仁

783.4ユ 友情 山中　伸弥 Ｆミヤ 武者始め 宮本　昌孝

783.7オ プロ野球のお金と契約 大家　友和 Ｆムラ 百貨の魔法 村山　早紀

786.3ス スノーキャンプ・マニュアル
ボーイスカウト日本

連盟 Ｆヤマ 僕はロボットごしの君に恋をする 山田　悠介

830ウ 英語で手帳をつけてみました。 有子山　博美 Ｆヤマ 毒母ですが、なにか 山口　恵以子

914.6コ こぽこぽ、珈琲 阿川　佐和子ほか Ｆユウ エクスプロード 結城　充考

914.6サ 忘れる女、忘れられる女 酒井　順子 Ｆヨシ 吹上奇譚　第１部 吉本　ばなな

914.6ソ 人生の持ち時間 曽野　綾子 Ｆヨネ 米澤穂信と古典部 米澤　穂信

914.6ヨ １００歳の生きじたく 吉沢　久子 Ｆヨミ 蘇える鬼平犯科帳 池波　正太郎

916シ 笑顔のママと僕と息子の９７３日間 清水　健 ＢＦマツ 生きている理由 松岡　圭祐

933.7デ スティール・キス ジェフリー・ディーヴァー Ｂ810.4デ できる人の語彙力が身につく本 語彙力向上研究会

933.7ハ 嘘の木 フランシス・ハーディング Ｂ933.7マ 月明かりの男 ヘレン・マクロイ


