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〒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

『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☆

【９月】
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おすすめの本：「風が強く吹いている」　　　　

　　　　　　　三浦　しをん／著　　　　　

おすすめの一言：部員がたったの１０人。だけどその１０人で

                     箱根駅伝を目指すキセキと感動の物語です。

☆ 今回ご紹介するのは、背番号26番の長瀨そら選手!! ☆

岡山で発見したことは「雨が少ない所」という

長瀨そら選手の「おすすめの一冊」です☆

～人生の楽しみは図書館で～

　　　うわさの図書館歴史講座!! 　　今年のテーマは“西郷どん”

第1回　　９月２０日（木）　   テーマ：「西郷さんが歩いた道」

　　　　　場所：中央図書館多目的ホール

第２回 　１０月１８日（木）　テーマ：「岡山も維新で大騒ぎ!!」

 　           場所：くまやまふれあいセンター会議室

第３回 　１１月１５日（木）   テーマ：「西南戦争　西郷さんの願い」

 　       場所：吉井図書館視聴覚室

講師　石本彰さん（元岡山大学非常勤講師）

　　　　　　　※時間は各回とも午後１時30分～３時３０分まで

定員：５０人

参加費無料【長瀨そら選手【背番号26*兵庫県出身*（ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ）レフト・センター】

リサイクルブックフェア

８月２２日（水）午前１１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）

　図書館で不用になった本や雑誌、ご寄贈いただいた本など、たくさんの資料が

会場に並びます。ご希望の方はお一人10点までお持ち帰りいただけます。

（同じタイトルの雑誌は3点まで）もちろん無料です。

　　※最終日は無制限でお持ち帰りいただけます。

赤坂・熊山・吉井でも

同期間開催！

期間中はご家庭で不用

になった本の持込もでき

ますよ♪

『資料搬送サービス』の試行を始めます

９月１日（土）から、資料搬送サービスの試行を開始します。

資料搬送サービスとは、赤磐市立図書館の資料（図書、DVDなど）を

図書館以外の市の施設で返却してしていただけるサービスです。

○実施期間 平成３０年９月１日（土）～平成３１年３月３１日（日）

○実施施設 山陽公民館、西山公民館、高月公民館、笹岡公民館
○利用方法 返却したい資料を実施施設に持ち込み、返却票に利用者カードの番号

（または住所）、氏名等を記入して、施設の職員に渡してください。

○対象資料 赤磐市立図書館の資料

※県立図書館や他市町村等の図書館の資料は、返却できません。

○注 意 返却処理に２～３日程度かかりますので、その間、新たな貸し出しや

延長、インターネット予約ができない場合があります。

ご注意ください。

とりあえず返却したい場合などに、お近くの施設でこのサービスを

ご利用ください。

【新着図書情報】平成３０年７月１２日～平成３０年８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

007.3ア
ＩｏＴクライシス　－サイバー攻撃があなたの暮らしを破壊す

る－
ＮＨＫスペシャル取材班 Fアオ ブルーハワイ 青山　七恵

007.3ギ ｔｈｅ　ｆｏｕｒ　ＧＡＦＡ　－四騎士が創り変えた世界－ スコット・ギャロウェイ Fアカ 大友の聖将（ヘラクレス） 赤神　諒

024.1ワ 日本の小さな本屋さん 和氣　正幸 Fアサ 地に滾る あさの　あつこ

159.4ヤ
極端のすすめ　－やることは徹底的にやえう、やらないこと

は徹底的にやらない－ 安井　元康 Fアサ 悪玉伝 朝井　まかて

159.6カ 女性の「定年後」　－何をして、何をしないか－ 香山　リカ Fイノ ぞぞのむこ 井上　宮

159.7イ いい老い加減 石川　恭三 Fカキ 四十歳、未婚出産 垣谷　美雨

159.7マ
人生は手放した数だけ豊かになる　－１００歳まで楽しく実

践！１日１つの終いじたく－

マルガレータ・マグヌセ

ン Fカジ 赤い風 梶　よう子

289.1イ 徳川おてんば姫 井出　久美子 Fカト 秘録島原の乱 加藤　廣

291.0カ 関西中国四国北陸のおいしい道の駅＆ＳＡ・ＰＡ Fカワ 天地に燦たり 川越　宗一

329.3シ 紛争地の看護師 白川　優子 Fキノ 絵金、闇を塗る 木下　昌輝

333.8セ
世界で活躍する仕事１００　－１０代からの国際協力キャリ

アナビ－

三菱UFJサーチ＆コン

サルティング Fクジ 銀幕のメッセージ（女子大生桜川東子の推理） 鯨　統一郎

335.1ム
収録を終えて、こんなことを考えた　－カンブリア宮殿編集

後記－ 村上　龍 Fクロ 泥濘 黒川　博行

336.4マ
これからはじめる在宅勤務制度　－導入のステップと適正

な労務管理－ 毎熊　典子 Fコド 生き残り 古処　誠二

336.4ヨ
誰でもすぐ使える雑談力　－初めのひとことがうまく言える

コツ－ 吉田　幸弘 Fコバ パラレルワールド 小林　泰三

338.9カ 為替が動くと、世の中どうなる？ 角川　総一 Fコヤ 無限の玄／風下の朱 古谷田　奈月

367.2チ 地図とデータで見る女性の世界ハンドブック イザベル・アタネ Fコン 任侠浴場 今野　敏

367.7シ おひとりさまの死後事務委任 島田　雄左 Fシノ 鏡の背面 篠田　節子

407ヨ
つくってあそぼう！　－本といっしょに、つくってかがくであそ

ぼう－ 吉井　潤 Fシバ ISOROKU　－異聞・真珠湾攻撃－ 柴田　哲孝

443.8モ せつない星座図鑑 森山　晋平 Fシラ 一億円のさようなら 白石　一文

480.4バ 生まれたときからせつない動物図鑑 ブルック・バーカー Fスガ 夏空白花 須賀　しのぶ

481.7タ ウソばっかり！　－人間と遺伝子の本当の話－ 竹内　久美子 Fソメ 正義の申し子 染井　為人

489.5マ まるパン　－まんまるパンダ－ パイインターナショ ナル Fタカ 送り火 高橋　弘希

495.6カ 選べなかった命　－出生前診断の誤診で生まれた子－ 河合　香織 Fタケ 東遊記 武内　涼

498.58ジ 女子栄養大学栄養クリニックのさば水煮缶健康レシピ
女子栄養大学栄養クリ

ニック Fタニ 鏡のなかのアジア 谷崎　由依

498.8セ
感情の問題地図　－「で、どう整える？」ストレスだらけ、モ

ヤモヤばかりの仕事の心理－ 関屋　裕希 Fツカ ミダスの河　－名探偵・浅見光彦VS.天才・天地龍之介－ 柄刀　一

521.8カ 日本の城　－ワイド＆パノラマ鳥瞰・復元イラスト 香川　元太郎 Fテラ 大人は泣かないと思っていた 寺地　はるな

538.9ホ
ロケットガールの誕生　－コンピューターになった女性たち

－
ナタリア・ホルト Fドウ 焦土の刑事 堂場　瞬一

547.3サ スピーカー技術の１００年　－黎明期～トーキー映画まで－ 佐伯　多門 Fナカ 神に守られた島 中脇　初枝

589.7ヨ
文房具の解剖図鑑　－図解で楽しくわかる愛される文房具

たちとその仕組み－ ヨシムラ　マリ Fナカ 能面検事 中山　七里

590.4ス ばぁば、９３歳。暮らしと料理の遺言 鈴木　登紀子 Fヌカ 風に恋う 額賀　澪

674.3イ
けっきょく、よはく。　－余白を活かしたデザインレイアウト

の本－ ingectar-e Fハタ 水槽の中 畑野　智美

693.8バ
世界一高価な切手の物語　－なぜ１セントの切手は９５０万

ドルになったのか－
ジェームズ・バロン Fヒメ 彼女は頭が悪いから 姫野　カオルコ

724ヨ 絵封筒の描き方　－絵てがみをもっと自由に楽しもう－ 吉水　咲子 Fフカ インジョーカー 深町　秋生

748キ きょうもバテてます 朝日新聞出版 Fフク 堕天使たちの夜会 福田　和代

780.7ア
世界一使える筋トレ完全ガイド　－あなたに最適な種目が

わかる・選べる－ 荒川　裕志 Fフジ 彼女の恐喝 藤田　宜永

810.4サ すぐ使いこなせる知的な大人の語彙１０００ 齋藤　孝 Fフジ この世界で君に逢いたい 藤岡　陽子

837.8フ
やさしい日本語とやさしい英語でおもてなし　－訪日客をも

てなすための伝わりやすい言葉のルール－ 藤田　玲子 Fフジ ショコラティエ 藤野　恵美

914.6イ 人生百年時代の「こころ」と「体」の整え方 五木　寛之 Fホン 友を待つ 本城　雅人

914.6ム 咳をしても一人と一匹 群　ようこ Fマチ しき 町屋　良平

914.6ヤ
やさしさにつつまれる小さな物語　－毎晩一話だけ読んで

眠りたい…－
「小さな親切」運動本部 Fマリ ツキマトウ　－警視庁ストーカー対策室ゼロ係－ 真梨　幸子

914.6ヨ 切なくそして幸せな、タピオカの夢 吉本　ばなな Fミス 絶対解答可能な理不尽すぎる謎 未須本　有生

916ナ
なんでもない日はとくべつな日

　　　　　　　　　　　　－渡航移植が残したもの－ 大谷　邦郎 Fミチ スケルトン・キー 道尾　秀介

933.7ソ リンカーンとさまよえる霊魂たち ジョ ージ・ソーンダーズ Fムラ 燃える波 村山　由佳

943.7ギ 黒の扉は秘密の印　－第二の夢の書－ ケルスティン・ギア Fムラ 死にたい、ですか 村上　しいこ

943.7ゲ セーヌ川の書店主 ニーナ・ゲオルゲ Fヤノ 大ぼら吹きの城 矢野　隆

B383.8ノ
天ぷらにソースをかけますか？決定版　－ニッポン食文化

の境界線－ 野瀬　泰申 Fヤマ 小説曲直瀬道三　－乱世を医やす人－ 山崎　光夫



ご

  

「トランボ
～ハリウッドに最も嫌われた男～」

（DVD）

【内容紹介】
第二次世界大戦後、赤狩りが猛威をふるうア

メリカ。ハリウッドの売れっ子脚本家トラン

ボは、議会での証言を拒み投獄される。出所

した彼は偽名で「ローマの休日」の脚本を書

く。偽名でアカデミー賞を2度も受賞した感

動の実話。

「気がつけば動物学者三代」
今泉 忠明／著（Ｙ480イ）

【内容紹介】
ネズミやヘビやコウモリがウロチョロする家。

哺乳類を捕まえるだけでなく、標本作りもマ

スターした小学生時代…。父も兄も息子も動

物学者という著者が、生の動物エピソードと

ともに、動物学者になるまでの道のりを語る。

「部屋で楽しむ小さな苔の森」
石河 英作/著（627.8イ）

【内容紹介】
小さな苔を室内で簡単に育てる「苔テラリウ

ム」。数ある苔の中から、テラリウムで育て

やすいおすすめの種類と、工夫すれば育てら

れる種類をそれぞれのポイントにふれながら

紹介。寄せ植えなどの楽しみ方も解説。

【一般書】 【ヤングアダルト】(中・高生向き図書）

【視聴覚資料】

「ノホホンむらのねこたち」

さとう あや／さく（Ｅサ アカ）

【内容紹介】
なにか新しいことを始めたいと、ノホホン

村に引っ越してきた黒猫のノアールくん。

引っ越しの挨拶をしようとご近所を回ると、

パン作りや野菜作りなど、みんなそれぞれ好

きなことを楽しそうにしていて…。

【児童書】

“地域コーナー展示ケース”今月の展示のご紹介
９月１日（土）～９月３０日（日）

作　品：切り紙

作　者：切り紙クラフトサークルの皆さん

　今月の展示は桜が丘いきいき交流センターで毎月第４木曜日

に活動している、「切り紙クラフトサークル」の皆さんの作品

です。切り紙は同じ図案でも、台紙の色や模様によって様々な

雰囲気の作品になるので、台紙選びも楽しみの一つとなってい

ます。現在は１０月20、21日に桜が丘いきいき交流センター

で開催される文化祭に向けて、作品作りに励んでいます。是非、

文化祭にも足を運んでいただき作品をご覧ください。

【新着図書情報】平成３０年７月１２日～平成３０年８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

007.3ア
ＩｏＴクライシス　－サイバー攻撃があなたの暮らしを破壊す

る－
ＮＨＫスペシャル取材班 Fアオ ブルーハワイ 青山　七恵

007.3ギ ｔｈｅ　ｆｏｕｒ　ＧＡＦＡ　－四騎士が創り変えた世界－ スコット・ギャロウェイ Fアカ 大友の聖将（ヘラクレス） 赤神　諒

024.1ワ 日本の小さな本屋さん 和氣　正幸 Fアサ 地に滾る あさの　あつこ

159.4ヤ
極端のすすめ　－やることは徹底的にやえう、やらないこと

は徹底的にやらない－ 安井　元康 Fアサ 悪玉伝 朝井　まかて

159.6カ 女性の「定年後」　－何をして、何をしないか－ 香山　リカ Fイノ ぞぞのむこ 井上　宮

159.7イ いい老い加減 石川　恭三 Fカキ 四十歳、未婚出産 垣谷　美雨

159.7マ
人生は手放した数だけ豊かになる　－１００歳まで楽しく実

践！１日１つの終いじたく－

マルガレータ・マグヌセ

ン Fカジ 赤い風 梶　よう子

289.1イ 徳川おてんば姫 井出　久美子 Fカト 秘録島原の乱 加藤　廣

291.0カ 関西中国四国北陸のおいしい道の駅＆ＳＡ・ＰＡ Fカワ 天地に燦たり 川越　宗一

329.3シ 紛争地の看護師 白川　優子 Fキノ 絵金、闇を塗る 木下　昌輝

333.8セ
世界で活躍する仕事１００　－１０代からの国際協力キャリ

アナビ－

三菱UFJサーチ＆コン

サルティング Fクジ 銀幕のメッセージ（女子大生桜川東子の推理） 鯨　統一郎

335.1ム
収録を終えて、こんなことを考えた　－カンブリア宮殿編集

後記－ 村上　龍 Fクロ 泥濘 黒川　博行

336.4マ
これからはじめる在宅勤務制度　－導入のステップと適正

な労務管理－ 毎熊　典子 Fコド 生き残り 古処　誠二

336.4ヨ
誰でもすぐ使える雑談力　－初めのひとことがうまく言える

コツ－ 吉田　幸弘 Fコバ パラレルワールド 小林　泰三

338.9カ 為替が動くと、世の中どうなる？ 角川　総一 Fコヤ 無限の玄／風下の朱 古谷田　奈月

367.2チ 地図とデータで見る女性の世界ハンドブック イザベル・アタネ Fコン 任侠浴場 今野　敏

367.7シ おひとりさまの死後事務委任 島田　雄左 Fシノ 鏡の背面 篠田　節子

407ヨ
つくってあそぼう！　－本といっしょに、つくってかがくであそ

ぼう－ 吉井　潤 Fシバ ISOROKU　－異聞・真珠湾攻撃－ 柴田　哲孝

443.8モ せつない星座図鑑 森山　晋平 Fシラ 一億円のさようなら 白石　一文

480.4バ 生まれたときからせつない動物図鑑 ブルック・バーカー Fスガ 夏空白花 須賀　しのぶ

481.7タ ウソばっかり！　－人間と遺伝子の本当の話－ 竹内　久美子 Fソメ 正義の申し子 染井　為人

489.5マ まるパン　－まんまるパンダ－ パイインターナショ ナル Fタカ 送り火 高橋　弘希

495.6カ 選べなかった命　－出生前診断の誤診で生まれた子－ 河合　香織 Fタケ 東遊記 武内　涼

498.58ジ 女子栄養大学栄養クリニックのさば水煮缶健康レシピ
女子栄養大学栄養クリ

ニック Fタニ 鏡のなかのアジア 谷崎　由依

498.8セ
感情の問題地図　－「で、どう整える？」ストレスだらけ、モ

ヤモヤばかりの仕事の心理－ 関屋　裕希 Fツカ ミダスの河　－名探偵・浅見光彦VS.天才・天地龍之介－ 柄刀　一

521.8カ 日本の城　－ワイド＆パノラマ鳥瞰・復元イラスト 香川　元太郎 Fテラ 大人は泣かないと思っていた 寺地　はるな

538.9ホ
ロケットガールの誕生　－コンピューターになった女性たち

－
ナタリア・ホルト Fドウ 焦土の刑事 堂場　瞬一

547.3サ スピーカー技術の１００年　－黎明期～トーキー映画まで－ 佐伯　多門 Fナカ 神に守られた島 中脇　初枝

589.7ヨ
文房具の解剖図鑑　－図解で楽しくわかる愛される文房具

たちとその仕組み－ ヨシムラ　マリ Fナカ 能面検事 中山　七里

590.4ス ばぁば、９３歳。暮らしと料理の遺言 鈴木　登紀子 Fヌカ 風に恋う 額賀　澪

674.3イ
けっきょく、よはく。　－余白を活かしたデザインレイアウト

の本－ ingectar-e Fハタ 水槽の中 畑野　智美

693.8バ
世界一高価な切手の物語　－なぜ１セントの切手は９５０万

ドルになったのか－
ジェームズ・バロン Fヒメ 彼女は頭が悪いから 姫野　カオルコ

724ヨ 絵封筒の描き方　－絵てがみをもっと自由に楽しもう－ 吉水　咲子 Fフカ インジョーカー 深町　秋生

748キ きょうもバテてます 朝日新聞出版 Fフク 堕天使たちの夜会 福田　和代

780.7ア
世界一使える筋トレ完全ガイド　－あなたに最適な種目が

わかる・選べる－ 荒川　裕志 Fフジ 彼女の恐喝 藤田　宜永

810.4サ すぐ使いこなせる知的な大人の語彙１０００ 齋藤　孝 Fフジ この世界で君に逢いたい 藤岡　陽子

837.8フ
やさしい日本語とやさしい英語でおもてなし　－訪日客をも

てなすための伝わりやすい言葉のルール－ 藤田　玲子 Fフジ ショコラティエ 藤野　恵美

914.6イ 人生百年時代の「こころ」と「体」の整え方 五木　寛之 Fホン 友を待つ 本城　雅人

914.6ム 咳をしても一人と一匹 群　ようこ Fマチ しき 町屋　良平

914.6ヤ
やさしさにつつまれる小さな物語　－毎晩一話だけ読んで

眠りたい…－
「小さな親切」運動本部 Fマリ ツキマトウ　－警視庁ストーカー対策室ゼロ係－ 真梨　幸子

914.6ヨ 切なくそして幸せな、タピオカの夢 吉本　ばなな Fミス 絶対解答可能な理不尽すぎる謎 未須本　有生

916ナ
なんでもない日はとくべつな日

　　　　　　　　　　　　－渡航移植が残したもの－ 大谷　邦郎 Fミチ スケルトン・キー 道尾　秀介

933.7ソ リンカーンとさまよえる霊魂たち ジョ ージ・ソーンダーズ Fムラ 燃える波 村山　由佳

943.7ギ 黒の扉は秘密の印　－第二の夢の書－ ケルスティン・ギア Fムラ 死にたい、ですか 村上　しいこ

943.7ゲ セーヌ川の書店主 ニーナ・ゲオルゲ Fヤノ 大ぼら吹きの城 矢野　隆

B383.8ノ
天ぷらにソースをかけますか？決定版　－ニッポン食文化

の境界線－ 野瀬　泰申 Fヤマ 小説曲直瀬道三　－乱世を医やす人－ 山崎　光夫


