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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☆

【11月】
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★申込みが必要です。１１月１日（木）１０時から 中央図書館 で

受け付けます。電話可。

寸劇で学ぼう悪質商法

日時 ◆ １１月２８日（水） １３時３０分～１５時

場所 ◆ 中央図書館 多目的ホール

講師 ◆ 市職員

定員 ◆ ３０人（先着順）

「ホッと一息 本と一息」

毎日々々忙しい、最近ストレスが多い、そんな風に感じるときこそ、読書の時間を作って

はいかがでしょう？

ひと時だけでも、のんびり、ゆったりと本の世界に浸って、「ホッと一息」つく。日々の生

活に取り入れることで、気分をリフレッシュすることができる習慣です。

当館では、毎週金曜日に新着図書をお出ししております。ご来館いただき、ご覧になれ

ば、新たな読書の世界が広がることと思います。

秋の夜長にもう１冊、いかがでしょうか。

瀬戸内市も加入 岡山連携中枢都市圏・図書館相互利用

１０月２日から、岡山連携中枢都市圏・図書館相互利用に、瀬戸内市が加わりました。赤磐

市にお住まいの方も、瀬戸内市の図書館で図書等を借りることができます。

・この制度は、利用したい市町ごとに利用者カードが必要ですので、免許証、保険証などをお

持ちになって、利用したい市町の図書館で利用者カードの発行を受けてご活用ください。

・岡山市、玉野市、備前市、真庭市、和気町、早島町、美咲町、吉備中央町の図書館でも、こ

れまでどおりご利用いただけます。

今年の読書週間(10/27～11/9)の標語です

★申込みが必要です。１１月１０日（土）１０時から

中央図書館で受け付けます。電話可。

絵本と音楽をつなぐことで、より絵本の世界を体感することができます。

おはなしに合わせた楽しいリズムに乗って、親子で体を動かしましょう！

☆ 今回ご紹介するのは、背番号３２番の下司響生選手!! ☆

岡山で発見したことは「すごく星☆がきれい！」という

下司響生選手の「おすすめの一冊」です☆

おすすめの本：「あずかりやさん」　　　　

　　　　　　　　大山　淳子／著　　　　　

おすすめの一言：この本のおすすめの部分はメインが人ではなく、

                     ものなどが中心に話がすすんでいる所です。

【下司響生選手【背番号32*福岡県出身*（ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ）レフト】
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近年、悪質商法や消費者トラブルなどの被害が多くなっています。被

害にあわないためにはどうしたらいいのか？くらし安全課職員による

寸劇で楽しく学びましょう。

参加費無料

★要申込★

日時 １２月５日（水） 午前１１時～正午

場所 中央図書館 多目的ホール

講師 岡部 理佳さん（NPO法人リトミック研究センター 岡山第一支局指導者）

対象 １歳～未就学児とその保護者

定員 ２５組（先着順）

参加費無料

★要申込★

【新着図書情報】平成３０年９月１３日～平成３０年１０月４日受入分より抜粋

請求記号 書　　名 著者 請求記号 書　　名 著者

159.4ミ 死ぬこと以外かすり傷 箕輪　厚介 Ｆアガ ことことこーこ 阿川　佐和子

159.6ス
いつでも「最良」を選べる人になる　－後悔しない「選び方」

のレッスン－ 杉浦　莉起 Ｆイガ ＰＩＴ特殊心理捜査班・水無月玲 五十嵐　貴久

159.6マ アラカン・サバイバルＢＯＯＫ　－ババアはつらいよ－ 槇村　さとる Ｆイト 緑の花と赤い芝生 伊藤　朱里

159ハ 猫はあきらめ時を知っている　－賢く生きる１００の知恵－ セリア・ハドン Ｆイワ 歌え、汝龍たりし日々を　－始皇帝紀－ 岩井　三四二

186.4モ
「墓じまい」の結末　－お墓の本当の意味がよくわかる本

－ 森下　瑞堂 Ｆウエ 大和維新 植松　三十里

209サ 学校では教えてくれない世界史の授業 佐藤　賢一 Ｆウサ 少女たちは夜歩く 宇佐美　まこと

288.9カ 歴史がわかる！世界の国旗図鑑 苅安　望 Ｆエガ 一緒にお墓に入ろう 江上　剛

311ウ 未来をはじめる　－「人と一緒にいること」の政治学－ 宇野　重規 Ｆオオ 漂砂の塔 大沢　在昌

327.8ウ 法に触れた少年の未来のために 内田　博文 Ｆオオ アリバイ崩し承ります 大山　誠一郎

332.1ヨ 日本史で学ぶ経済学 横山　和輝 Ｆオオ 死神刑事（デカ） 大倉　崇裕

336.9カ
要点をギュッ！はじめての簿記図鑑　－読むより「見て」わ

かる！－ 葛西　安寿 Ｆオオ ドアを開けたら 大崎　梢

338.3オ 金融失策２０年の真実 太田　康夫 Ｆカジ はしからはしまで 梶　よう子

339ト プロが“身内だけ”にこっそり教える最強の保険選び 都倉　健太 Ｆカノ 絵里奈の消滅 香納　諒一

366.2ゴ
５５歳からのリアル仕事ガイド　－年金をもらいながら働く、

新しい生き方－ 松本　すみ子 Ｆカミ 悪魔と呼ばれた男 神永　学

368.6サ 万引き依存症 斉藤　章佳 Ｆクラ ドッペルゲンガーの銃 倉知　淳

371.4ヨ
やさしくわかる！愛着障害　－理解を深め、支援の基本を

押さえる－ 米澤　好史 Ｆゴ 雛口依子の最低な落下とやけくそキャノンボール 呉　勝浩

493.93マ 発達障害に生まれて　－自閉症児と母の１７年－ 松永　正訓 Ｆコア 蕪村　－己が身の闇より吼て－ 小嵐　九八郎

496.42ヒ 自分で治す！老眼・近視 日比野　佐和子 Ｆコジ 友情だねって感動してよ 小嶋　陽太郎

498.3ヤ 姿勢の本　－疲れない！痛まない！不調にならない！－ 山口　正貴 Ｆサイ 到達不能極 斉藤　詠一

498.58フ 「腹ぺタ」スープダイエット　－作りおきで、かんたん！－ 藤井　香江 Ｆサダ 銀河食堂の夜 さだ　まさし

498.8タ
職場のメンタルヘルスケアと実践　－ストレス対処のための

運動・栄養・休養－
タニカワ　久美子 Ｆサワ 龍華記 澤田　瞳子

507.1ハ
５０　－いまの経済をつくったモノ
－

ティム・ハーフォード Ｆシュ アンドロメダの猫 朱川　湊人

537.9ヒ
ツウになる！バスの教本　－バス好きとの会話が盛り上が

る！－ 広田　民郎 Ｆショ 人さらい 翔田　寛

590タ
タスカジさんが教える最強の「家事ワザ」　－予約のとれな

いベテラン家政婦－ タスカジ Ｆショ 花咲小路三丁目北角のすばるちゃん 小路　幸也

595.4ヘ
ヘアゴム１本でできる「まとめ髪」便利帳　－アイロンいら

ず、ワックスいらずで簡単かわいい！－ ＨＡＩＲ Ｆシラ たてがみを捨てたライオンたち 白岩　玄

596カ
パンじゃないサンド　－やせたいけど、パンが食べたい人

のための－ 金丸　絵里加 Ｆセン 鬼嵐 仙川　環

596タ 放っておくだけで、泣くほどおいしい料理ができる 谷口　菜津子 Ｆチネ ひとつむぎの手 知念　実季人

612.1ヨ 農業崩壊　－誰が日本を救うのか－ 吉田　忠則 Ｆドウ 宴の前 堂場　瞬一

675マ
いまさら聞けないマーケティングの基本のはな

し 松井　剛 Ｆトナ 菩薩天翅 戸南　浩平

686.2コ 鉄道快適化物語　－苦痛から快楽へ－ 小島　英俊 Ｆナカ ＴＡＳ特別師弟捜査員 中山　七里

720.8コ
黒板アート甲子園作品集　－高校生たちの消えない想い

－ 日学株式会社 Ｆナカ 銀橋 中山　可穂

754.9ミ ちょこっと折りでカワイイおりがみ手紙ＢＯＯＫ　改訂版 ｍｉｚｕｔａｍａ Ｆナガ 特捜投資家 永瀬　隼介

778.7キ ふたりのトトロ　－宮崎駿と『となりのトトロ』の時代－ 木原　浩勝 Ｆニシ 幽霊たち 西澤　保彦

796.0セ うつ病九段　－プロ棋士が将棋を失くした一年間－ 先崎　学 Ｆニタ 叙述トリック短編集 似鳥　鶏

811.2ア 旧字源　－旧漢字でわかる漢字のなりたち－ 青木　逸平 Ｆニレ ＴＥＮ 楡　周平

911.4シ
シルバー川柳　百歳バンザイ編　－笑いあり、しみじみあり

－
みやぎシルバーネット Ｆハム 影ぞ恋しき 葉室　麟

911.4シ８ シルバー川柳　８　書き込んだ予定はすべて診察日
全国有料老人ホーム協

会 Ｆヒラ ある男 平野　啓一郎

914.6ア 鎌倉の家 甘糟　りり子 Ｆフク 黄金の代償 福田　和代

914.6サ 銀河を渡る　－全エッセイ－ 沢木　耕太郎 Ｆマチ 猫のエルは 町田　康

914.6ト 童話作家のおかしな毎日 富安　陽子 Ｆミウ 愛なき世界 三浦　しをん

914.6ヨ 吉本ばななが友達の悩みについてこたえる 吉本　ばなな Ｆミツ 犯罪乱歩幻想 三津田　信三

933.7オ ジャック・オブ・スペード
ジョ イス・キャロル・オー

ツ Ｆモロ 想い人 諸田　玲子

933.7オ インヴィジブル ポール・オースター Ｆヤズ 緑のなかで 椰月　美智子

933.7キ１ 任務の終わり　上 スティーヴン・キング Ｆヤマ 人類滅亡小説 山田　宗樹

933.7キ２ 任務の終わり　下 スティーヴン・キング Ｆヨシ１ 国宝　上　青春篇 吉田　修一

933.7コ パールとスターシャ アフィニティ・コナー Ｆヨシ２ 国宝　下　花道篇 吉田　修一
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「グレイテスト・ショーマン」
（ＣＤ）

【内容紹介】
世界中にミュージカル映画旋風を巻き起こし

たあの『ラ・ラ・ランド』の作詞作曲コンビ

が手掛ける、2018年もっとも注目される話

題作『グレイテスト・ショーマン』のオリジ

ナルサウンドトラック。

「未来をはじめる」
宇野 重規／著（Ｙ３１１）

【内容紹介】
友だち同士から国際社会まで互いに異なる人

たちが、共に暮らしていくには。変わりゆく

世界の中で、成人の根本を考え抜く。2017

年に豊島岡女子学園中学校・高等学校で行わ

れた講義を書籍化。

「岡山の怖い話

－人形峠でわが子は嗤う－」
はやせ やすひろ /著（Ａ388.1ハ）

【内容紹介】
母子の愛情を魔が切り裂く！津山の廃ホテル、

高梁の幽霊団地、渋川海水浴場の魔の手、倉

敷の沙美海岸、日本人形の怪…。岡山の怖い

話30編を収録した怪談集。

【一般書】 【ヤングアダルト】(中・高生向き図書）

【視聴覚資料】

「知っていますか?SDGs」

日本ユニセフ協会／制作協力

（３３３シ）

【内容紹介】
世界の未来を変える17の目標“SDGs”の

入門書。ユニセフの活動をもとにして、

SDGsのテーマごとに、世界中の子どもたち

に起こっていること、課題や人びとの取り組

みなどを、豊富な写真とともに紹介する。

【児童書】

“地域コーナー展示ケース”今月の展示のご紹介
１１月１日（木）～１１月２９日（木）

作　品：ボタンアート

作　者：安原 真利子さん（赤磐市在住）

　家中のボタンをかき集め、ボタンアートに挑戦してみま

した！という安原さん。様々な大きさや形状のボタンの組

み合わせを考えながら図案を決めていき、作品を作るのは

大変でもあり、楽しみでもあり♪

　皆さんも身近な物を使って、創作活動してみるのはいか

かですか？図書館にはそのヒントになる本もありますので、

チャレンジしてみてください。

【新着図書情報】平成３０年９月１３日～平成３０年１０月４日受入分より抜粋

請求記号 書　　名 著者 請求記号 書　　名 著者

159.4ミ 死ぬこと以外かすり傷 箕輪　厚介 Ｆアガ ことことこーこ 阿川　佐和子

159.6ス
いつでも「最良」を選べる人になる　－後悔しない「選び方」

のレッスン－ 杉浦　莉起 Ｆイガ ＰＩＴ特殊心理捜査班・水無月玲 五十嵐　貴久

159.6マ アラカン・サバイバルＢＯＯＫ　－ババアはつらいよ－ 槇村　さとる Ｆイト 緑の花と赤い芝生 伊藤　朱里

159ハ 猫はあきらめ時を知っている　－賢く生きる１００の知恵－ セリア・ハドン Ｆイワ 歌え、汝龍たりし日々を　－始皇帝紀－ 岩井　三四二

186.4モ
「墓じまい」の結末　－お墓の本当の意味がよくわかる本

－ 森下　瑞堂 Ｆウエ 大和維新 植松　三十里

209サ 学校では教えてくれない世界史の授業 佐藤　賢一 Ｆウサ 少女たちは夜歩く 宇佐美　まこと

288.9カ 歴史がわかる！世界の国旗図鑑 苅安　望 Ｆエガ 一緒にお墓に入ろう 江上　剛

311ウ 未来をはじめる　－「人と一緒にいること」の政治学－ 宇野　重規 Ｆオオ 漂砂の塔 大沢　在昌

327.8ウ 法に触れた少年の未来のために 内田　博文 Ｆオオ アリバイ崩し承ります 大山　誠一郎

332.1ヨ 日本史で学ぶ経済学 横山　和輝 Ｆオオ 死神刑事（デカ） 大倉　崇裕

336.9カ
要点をギュッ！はじめての簿記図鑑　－読むより「見て」わ

かる！－ 葛西　安寿 Ｆオオ ドアを開けたら 大崎　梢

338.3オ 金融失策２０年の真実 太田　康夫 Ｆカジ はしからはしまで 梶　よう子

339ト プロが“身内だけ”にこっそり教える最強の保険選び 都倉　健太 Ｆカノ 絵里奈の消滅 香納　諒一

366.2ゴ
５５歳からのリアル仕事ガイド　－年金をもらいながら働く、

新しい生き方－ 松本　すみ子 Ｆカミ 悪魔と呼ばれた男 神永　学

368.6サ 万引き依存症 斉藤　章佳 Ｆクラ ドッペルゲンガーの銃 倉知　淳

371.4ヨ
やさしくわかる！愛着障害　－理解を深め、支援の基本を

押さえる－ 米澤　好史 Ｆゴ 雛口依子の最低な落下とやけくそキャノンボール 呉　勝浩

493.93マ 発達障害に生まれて　－自閉症児と母の１７年－ 松永　正訓 Ｆコア 蕪村　－己が身の闇より吼て－ 小嵐　九八郎

496.42ヒ 自分で治す！老眼・近視 日比野　佐和子 Ｆコジ 友情だねって感動してよ 小嶋　陽太郎

498.3ヤ 姿勢の本　－疲れない！痛まない！不調にならない！－ 山口　正貴 Ｆサイ 到達不能極 斉藤　詠一

498.58フ 「腹ぺタ」スープダイエット　－作りおきで、かんたん！－ 藤井　香江 Ｆサダ 銀河食堂の夜 さだ　まさし

498.8タ
職場のメンタルヘルスケアと実践　－ストレス対処のための

運動・栄養・休養－
タニカワ　久美子 Ｆサワ 龍華記 澤田　瞳子

507.1ハ
５０　－いまの経済をつくったモノ
－

ティム・ハーフォード Ｆシュ アンドロメダの猫 朱川　湊人

537.9ヒ
ツウになる！バスの教本　－バス好きとの会話が盛り上が

る！－ 広田　民郎 Ｆショ 人さらい 翔田　寛

590タ
タスカジさんが教える最強の「家事ワザ」　－予約のとれな

いベテラン家政婦－ タスカジ Ｆショ 花咲小路三丁目北角のすばるちゃん 小路　幸也

595.4ヘ
ヘアゴム１本でできる「まとめ髪」便利帳　－アイロンいら

ず、ワックスいらずで簡単かわいい！－ ＨＡＩＲ Ｆシラ たてがみを捨てたライオンたち 白岩　玄

596カ
パンじゃないサンド　－やせたいけど、パンが食べたい人

のための－ 金丸　絵里加 Ｆセン 鬼嵐 仙川　環

596タ 放っておくだけで、泣くほどおいしい料理ができる 谷口　菜津子 Ｆチネ ひとつむぎの手 知念　実季人

612.1ヨ 農業崩壊　－誰が日本を救うのか－ 吉田　忠則 Ｆドウ 宴の前 堂場　瞬一

675マ
いまさら聞けないマーケティングの基本のはな

し 松井　剛 Ｆトナ 菩薩天翅 戸南　浩平

686.2コ 鉄道快適化物語　－苦痛から快楽へ－ 小島　英俊 Ｆナカ ＴＡＳ特別師弟捜査員 中山　七里

720.8コ
黒板アート甲子園作品集　－高校生たちの消えない想い

－ 日学株式会社 Ｆナカ 銀橋 中山　可穂

754.9ミ ちょこっと折りでカワイイおりがみ手紙ＢＯＯＫ　改訂版 ｍｉｚｕｔａｍａ Ｆナガ 特捜投資家 永瀬　隼介

778.7キ ふたりのトトロ　－宮崎駿と『となりのトトロ』の時代－ 木原　浩勝 Ｆニシ 幽霊たち 西澤　保彦

796.0セ うつ病九段　－プロ棋士が将棋を失くした一年間－ 先崎　学 Ｆニタ 叙述トリック短編集 似鳥　鶏

811.2ア 旧字源　－旧漢字でわかる漢字のなりたち－ 青木　逸平 Ｆニレ ＴＥＮ 楡　周平

911.4シ
シルバー川柳　百歳バンザイ編　－笑いあり、しみじみあり

－
みやぎシルバーネット Ｆハム 影ぞ恋しき 葉室　麟

911.4シ８ シルバー川柳　８　書き込んだ予定はすべて診察日
全国有料老人ホーム協

会 Ｆヒラ ある男 平野　啓一郎

914.6ア 鎌倉の家 甘糟　りり子 Ｆフク 黄金の代償 福田　和代

914.6サ 銀河を渡る　－全エッセイ－ 沢木　耕太郎 Ｆマチ 猫のエルは 町田　康

914.6ト 童話作家のおかしな毎日 富安　陽子 Ｆミウ 愛なき世界 三浦　しをん

914.6ヨ 吉本ばななが友達の悩みについてこたえる 吉本　ばなな Ｆミツ 犯罪乱歩幻想 三津田　信三

933.7オ ジャック・オブ・スペード
ジョ イス・キャロル・オー

ツ Ｆモロ 想い人 諸田　玲子

933.7オ インヴィジブル ポール・オースター Ｆヤズ 緑のなかで 椰月　美智子

933.7キ１ 任務の終わり　上 スティーヴン・キング Ｆヤマ 人類滅亡小説 山田　宗樹

933.7キ２ 任務の終わり　下 スティーヴン・キング Ｆヨシ１ 国宝　上　青春篇 吉田　修一

933.7コ パールとスターシャ アフィニティ・コナー Ｆヨシ２ 国宝　下　花道篇 吉田　修一


