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平成30年9月1日（土）より資料搬送サービスの試行が始まります！！

資料搬送サービスとは、図書館で借りた資料をお近くの協力館窓口で返却できるサービスです。

ただし、返却できるのは赤磐市立図書館所蔵の資料に限ります。

（※協力館：山陽公民館、高月公民館、西山公民館、笹岡公民館）

詳しくは図書館だより9月号及び図書館内掲示等でお知らせします。

〒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】

『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☆

○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。

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～

☆ 今回ご紹介するのは、背番号23番の前田明里選手!! ☆

岡山で発見したことは「優しい、知らない人でも声をかけてくれる人が

多い」という前田明里選手の「おすすめの一冊」です☆

【前田明里選手【背番号23*大阪府出身*（ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ）レフト】

おすすめの本：「羊と鋼の森」　　　　

　　　　　　　宮下　奈都／著　　　　　

おすすめの一言：ピアノ調律師に憧れる主人公の成長を描いた本で、

　 　　　　　　  温かい雰囲気や読んでいて心地良い文章も多く感動

　  　　　　　    作です。
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　は休館日　　８月の開館時間 ： 午前９時から午後７時まで

　　　　　　　　　　　　　　　  ○木曜は午後８時まで

　　　　　　　９月の開館時間 ： 午前１０時から午後６時まで

　　　　　　　　　　　　　　　  ○木曜は午後８時まで

図書館歴史講座スペシャル☆

幕末に活躍した

　　　武士たちと京都

時は幕末、場所は攘夷の風が吹き荒れている京都！！
　そんな京都の街を闊歩する坂本龍馬や新撰組の面々☆
　　彼らに会いに幕末の京都へタイムトラベルしませんか！？

【新着図書情報】平成３０年６月１４日～平成３０年７月５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イ 記憶力日本一を５度獲った私の奇跡のメモ術 池田　義博 Fアサ ＴＩＭＥＬＥＳＳ 朝吹　真理子

007.3オ あなたを支配し、社会を破壊する、AI・ビッグデータの罠 キャシー・オニール Fアシ 火のないところに煙は 芦沢　央

007.3タ
さよなら、インターネット　－GDPRはネットとデータをどう変

えるのか－ 武邑　光裕 Fアト 怪しくて妖しくて 阿刀田　高

007.6ミ たすけて！エクセルがむずかしいっス みやした　ゆきこ Fアマ 罪びとの手 天称　涼

010.4ウ
スローライフの停留所　－本屋であったり、図書館であった

り－ 内野　安彦 Fアヤ 不在 彩瀬　まる

143.1カ モテすぎて中毒（ヤミツキ）になる男女の心理学 神岡　真司 Fイイ１ 星夜航行　上巻 飯嶋　和一

159.7ホ
定年後、うまくいく人いかない人　－ざっくりと楽観的に生き

よう－ 保坂　隆 Fイイ２ 星夜航行　下巻 飯嶋　和一

210.1テ テーマ別だから理解が深まる日本史 山岸　良二 Fイオ 本性 伊岡　瞬

238.9フ ナチスに挑戦した少年たち フィリップ・フーズ Fイガ 巨悪 伊兼　源太郎

291.0セ 青春１８きっぷの教科書 「旅と鉄道」編集部 Fイガ スタンドアップ！ 五十嵐　貴久

313フ 政治の衰退　上　－フランス革命から民主主義の未来へ－ フランシス・フクヤマ Fイケ ゲーム・メーカー 池上　司

319フ 対立の世紀　－グローバリズムの破綻－ イアン・ブレマー Fイツ 星空の１６進数 逸木　裕

324.2マ
相続の落とし穴！共有名義不動産　－想い出がきれいな

うちにトラブル解決－ 松原　昌洙 Fイト ライトマイファイア 伊東　潤

324.7エ
相続・認知症で家族を困らせないための完全対策マニュア

ル 江頭　寛 Fウサ 骨を弔う 宇佐美　まこと

336.4イ
ハローワーク採用の絶対法則　－０円で欲しい人材を引き

寄せる求人票の作り方－ 五十川　将史 Fオオ 琴乃木荘の不思議事件簿 大倉　崇裕

336.4ホ 図解募集から内定までの採用マニュアル 本田　和盛 Fオオ ミステリなふたり　あなたにお茶と音楽を 太田　忠司

339.5キ 基礎からわかる損害保険 中出　哲 Fオリ ポストカプセル 折原　一

368.8ダ ダルク　－回復する依存者たち－ ダルク Fオン 空港時光 温　又柔

371.4キ
いじめで死なせない　－子どもの命を救う大人の気づきの

言葉－ 岸田　雪子 Fカト 消えていく日に 加藤　千恵

410ダ 北欧式眠くならない数学の本 クリスティン・ダール Fカノ 完全犯罪の死角　－刑事花房京子－ 香納　諒一

480.4マ カラス先生のはじめてのいきもの観察 松原　始 Fカワ がないもん　松浦武四郎一代 河治　和香

481.7カ かわいい海のいきもの 小林　龍二 Fキウ 火影に咲く 木内　昇

501.6オ エネルギーと環境問題の疑問５５ 刑部　真弘 Fキタ 「はじめまして」を３０００回 喜多　喜久

548.2コ
音声に未来はあるか?　－スマートスピーカー　家電スマホ

－ 河野　道成 Fクロ 人間に向いてない 黒澤　いづみ

550ド どうして海のしごとは大事なの？
「海のしごと」編集委員

会 Fクロ１ 島のエアライン　上 黒木　亮

596.3ナ 私の好きなサラダの食べ方　－自由だから美味しい－ 中川　たま Fクロ２ 島のエアライン　下 黒木　亮

596ア はじめが肝心　有元葉子の「下ごしらえ」 有元　葉子 Fコス 罪なき子 小杉　健治

596ヒ すっぱい料理 飛田　和緒 Fコマ 劉裕　－豪剣の皇帝－ 小前　亮

597.5マ
片づけベタでもできるやさしい収納　－いつでも「きれいな

部屋」になる－ まどなお Fサカ 家の中で迷子 坂口　恭平

666.9メ
メダカの教科書　－最新メダカコレクショ ン２０１８／メダカと

のベストなつきあい方 Fシマ 絶望キャラメル 島田　雅彦

675ヤ 炎上とクチコミの経済学 山口　真一 Fシン 宝島　－HERO's　ISLAND－ 真藤　順丈

724.4ハ さらりと描く風景スケッチ　－現場で役立つコツと作例－ 服部　久美子 Fタカ 官邸襲撃 高嶋　哲夫

778.7ト トトロの生まれたところ 宮崎　駿 Fチハ 正しい女たち 千早　茜

786.1イ いつか絶対泊まりたい！山小屋ガイドＢＯＯＫ Fツジ 真夜中の子供 辻　仁成

837.8オ 日めくり３分英会話　－スキマ時間のともに－ 長田　陽子 Fツジ 噛みあわない会話と、ある過去について 辻村　深月

913.3ム１ つる花の結び　上　－源氏物語－ 紫式部 Fツム ディス・イズ・ザ・デイ 津村　記久子

913.3ム２ つる花の結び　下　－源氏物語－ 紫式部 Fナガ 道具箱はささやく 長岡　弘樹

914.6イ 綾蝶（あやはびら）の記 石牟礼　道子 Fハセ 雨降る森の犬 馳　星周

914.6ミ くろちゃんとツマと私 南　伸坊 Fヒル エンディングドレス 蛭田　亜紗子

914.6ム しない。 群　ようこ Fフジ 失楽園のイヴ　－KZ　Upper　File－ 藤本　ひとみ

915.6シ 旅先のオバケ 椎名　誠 Fホリ オールドレンズの神のもとで 堀江　敏幸

916タ 作家がガンになって試みたこと 高橋　美千綱 Ｆマツ もう「はい」としか言えない 松尾　スズキ

933.7サ
このサンドイッチ、マヨネーズ忘れてる　ハプワーズ１６、１９

２４年
Ｊ．Ｄ．サリンジャー Fミラ 未来製作所 太田　忠司

933.7マ 戦時の音楽 レベッカ・マカーイ Fモリ 火刑列島 森　晶麿

933.7ミ 十三の物語
スティーヴン・ミルハウ

ザー Fヤズ さしすせその女たち 椰月　美智子

949.6ル 蜜蜂 マヤ・ルンデ Fヤマ 偽姉妹 山崎　ナオコーラ

図書館サマータイム実施中です！

今年も８月３１日までの予定で、サマータイムを実施しています。

午前９時から午後７時(木曜日は午後８時）までの開館となり、いつもよりゆっくり

読書を楽しんでいただけます。

朝はお出かけの前に、夜はお仕事の帰りに・・・どうぞ図書館へお立ち寄りください。

日時：８月２３日（木）午後１時３０分～３時

場所：中央図書館　１階　多目的ホール

講師：石本　彰　さん（元岡山大学非常勤講師）

対象：中学生・高校生の皆さん

　　　　また、新撰組や幕末の歴史が大好きな一般の皆さん

定員：３０人（先着順）
参加費：無料

７月２５日（水）午前１０時から中央図書館で申し込み受付中!!
電話でのお申し込みもできます。（電話：０８６－９５５－００７６）
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「BFG」

（DVD）

【内容紹介】
児童養護施設で暮らす女の子ソフィーは、

ある夜、心やさしい巨人BFGに「巨人の

国」に連れ去られる。２人は次第に心を

通わせていくが、他の粗暴な巨人たちは、

大好物の人間をBFGが隠しているのでは

と疑い始める。

「北欧式眠くならない数学の本」
クリスティン・ダール／著

スヴェン・ノードクヴィスト／絵

（Ｙ410ダ）

【内容紹介】
公式を覚えるのではなく、自分の手足を動か

して数の世界の面白さに触れていく、北欧で

人気の学習読み物。スウェーデンを代表する

絵本作家による図解で、ピタゴラスの定理も

スイスイわかる。見返しに記事あり。

「日本全国駅名めぐり」
今尾 恵介 /著（686.5イ）

【内容紹介】
変わった駅名、駅名でお客を呼ぶ駅、昔

を今に伝える駅、命名に苦労した駅…。

地形図と写真で日本全国の駅名の謎と秘

密に迫り、駅名が付いた由来を探る。

【一般書】 【ヤングアダルト】(中・高生向き図書）

【視聴覚資料】

「土砂災害とひなん」

佐藤 丈晴／著（369サ）

【内容紹介】
土砂災害の危険な場所は? 大雨注意報、

大雨警報、避難勧告、避難指示などが発

表されたとき、どこを通って避難すれば

いい? 土砂災害と避難に関する知識を、

クイズ、すごろく、迷路などで遊びなが

ら身につける本。

【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１日（水）～８月３１日（金）

「第20回あかいわエコメッセ」が赤磐市立

中央図書館多目的ホールで開催されます。

8月11日（土）～15日（水）10:00～17：00

20回特別企画として、広河隆一50周年記念写真

展を開催します。同時に「あかいわエコメッセ」のこれまでの様々な活動を「２０年
の歩み」として展示しています。ぜひご覧下さり、感想などお寄せ下さい。図書館の
展示コーナーでは「人権」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。

テーマ：「人権」について

　　　　　あかいわエコメッセのみなさん

【新着図書情報】平成３０年６月１４日～平成３０年７月５日受入分より抜粋
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002.7イ 記憶力日本一を５度獲った私の奇跡のメモ術 池田　義博 Fアサ ＴＩＭＥＬＥＳＳ 朝吹　真理子

007.3オ あなたを支配し、社会を破壊する、AI・ビッグデータの罠 キャシー・オニール Fアシ 火のないところに煙は 芦沢　央

007.3タ
さよなら、インターネット　－GDPRはネットとデータをどう変

えるのか－ 武邑　光裕 Fアト 怪しくて妖しくて 阿刀田　高

007.6ミ たすけて！エクセルがむずかしいっス みやした　ゆきこ Fアマ 罪びとの手 天称　涼

010.4ウ
スローライフの停留所　－本屋であったり、図書館であった

り－ 内野　安彦 Fアヤ 不在 彩瀬　まる

143.1カ モテすぎて中毒（ヤミツキ）になる男女の心理学 神岡　真司 Fイイ１ 星夜航行　上巻 飯嶋　和一

159.7ホ
定年後、うまくいく人いかない人　－ざっくりと楽観的に生き

よう－ 保坂　隆 Fイイ２ 星夜航行　下巻 飯嶋　和一

210.1テ テーマ別だから理解が深まる日本史 山岸　良二 Fイオ 本性 伊岡　瞬

238.9フ ナチスに挑戦した少年たち フィリップ・フーズ Fイガ 巨悪 伊兼　源太郎

291.0セ 青春１８きっぷの教科書 「旅と鉄道」編集部 Fイガ スタンドアップ！ 五十嵐　貴久

313フ 政治の衰退　上　－フランス革命から民主主義の未来へ－ フランシス・フクヤマ Fイケ ゲーム・メーカー 池上　司

319フ 対立の世紀　－グローバリズムの破綻－ イアン・ブレマー Fイツ 星空の１６進数 逸木　裕

324.2マ
相続の落とし穴！共有名義不動産　－想い出がきれいな

うちにトラブル解決－ 松原　昌洙 Fイト ライトマイファイア 伊東　潤

324.7エ
相続・認知症で家族を困らせないための完全対策マニュア

ル 江頭　寛 Fウサ 骨を弔う 宇佐美　まこと

336.4イ
ハローワーク採用の絶対法則　－０円で欲しい人材を引き

寄せる求人票の作り方－ 五十川　将史 Fオオ 琴乃木荘の不思議事件簿 大倉　崇裕

336.4ホ 図解募集から内定までの採用マニュアル 本田　和盛 Fオオ ミステリなふたり　あなたにお茶と音楽を 太田　忠司

339.5キ 基礎からわかる損害保険 中出　哲 Fオリ ポストカプセル 折原　一

368.8ダ ダルク　－回復する依存者たち－ ダルク Fオン 空港時光 温　又柔

371.4キ
いじめで死なせない　－子どもの命を救う大人の気づきの

言葉－ 岸田　雪子 Fカト 消えていく日に 加藤　千恵

410ダ 北欧式眠くならない数学の本 クリスティン・ダール Fカノ 完全犯罪の死角　－刑事花房京子－ 香納　諒一

480.4マ カラス先生のはじめてのいきもの観察 松原　始 Fカワ がないもん　松浦武四郎一代 河治　和香

481.7カ かわいい海のいきもの 小林　龍二 Fキウ 火影に咲く 木内　昇

501.6オ エネルギーと環境問題の疑問５５ 刑部　真弘 Fキタ 「はじめまして」を３０００回 喜多　喜久

548.2コ
音声に未来はあるか?　－スマートスピーカー　家電スマホ

－ 河野　道成 Fクロ 人間に向いてない 黒澤　いづみ

550ド どうして海のしごとは大事なの？
「海のしごと」編集委員

会 Fクロ１ 島のエアライン　上 黒木　亮

596.3ナ 私の好きなサラダの食べ方　－自由だから美味しい－ 中川　たま Fクロ２ 島のエアライン　下 黒木　亮

596ア はじめが肝心　有元葉子の「下ごしらえ」 有元　葉子 Fコス 罪なき子 小杉　健治

596ヒ すっぱい料理 飛田　和緒 Fコマ 劉裕　－豪剣の皇帝－ 小前　亮

597.5マ
片づけベタでもできるやさしい収納　－いつでも「きれいな

部屋」になる－ まどなお Fサカ 家の中で迷子 坂口　恭平

666.9メ
メダカの教科書　－最新メダカコレクショ ン２０１８／メダカと

のベストなつきあい方 Fシマ 絶望キャラメル 島田　雅彦

675ヤ 炎上とクチコミの経済学 山口　真一 Fシン 宝島　－HERO's　ISLAND－ 真藤　順丈

724.4ハ さらりと描く風景スケッチ　－現場で役立つコツと作例－ 服部　久美子 Fタカ 官邸襲撃 高嶋　哲夫

778.7ト トトロの生まれたところ 宮崎　駿 Fチハ 正しい女たち 千早　茜

786.1イ いつか絶対泊まりたい！山小屋ガイドＢＯＯＫ Fツジ 真夜中の子供 辻　仁成

837.8オ 日めくり３分英会話　－スキマ時間のともに－ 長田　陽子 Fツジ 噛みあわない会話と、ある過去について 辻村　深月

913.3ム１ つる花の結び　上　－源氏物語－ 紫式部 Fツム ディス・イズ・ザ・デイ 津村　記久子

913.3ム２ つる花の結び　下　－源氏物語－ 紫式部 Fナガ 道具箱はささやく 長岡　弘樹

914.6イ 綾蝶（あやはびら）の記 石牟礼　道子 Fハセ 雨降る森の犬 馳　星周

914.6ミ くろちゃんとツマと私 南　伸坊 Fヒル エンディングドレス 蛭田　亜紗子

914.6ム しない。 群　ようこ Fフジ 失楽園のイヴ　－KZ　Upper　File－ 藤本　ひとみ

915.6シ 旅先のオバケ 椎名　誠 Fホリ オールドレンズの神のもとで 堀江　敏幸

916タ 作家がガンになって試みたこと 高橋　美千綱 Ｆマツ もう「はい」としか言えない 松尾　スズキ

933.7サ
このサンドイッチ、マヨネーズ忘れてる　ハプワーズ１６、１９

２４年
Ｊ．Ｄ．サリンジャー Fミラ 未来製作所 太田　忠司

933.7マ 戦時の音楽 レベッカ・マカーイ Fモリ 火刑列島 森　晶麿

933.7ミ 十三の物語
スティーヴン・ミルハウ

ザー Fヤズ さしすせその女たち 椰月　美智子

949.6ル 蜜蜂 マヤ・ルンデ Fヤマ 偽姉妹 山崎　ナオコーラ


