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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☆

【1２月】
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平成３１年１月８日から６市４町（岡山市、玉野市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、真庭市、

和気町、早島町、美咲町、吉備中央町）の図書館で、相互利用サービスで貸し出した図書

などが、借りた図書館以外の６市４町の図書館でも返却できるようになります。

・・・ご利用について・・・

○利用者カードの発行

利用したい市町ごとで利用者カードの発行が必要になります。

各市町で利用登録をしてください。なお、利用登録には、運転免許証、健康保険証など住所

確認ができるものをご準備ください。

○貸出利用について

貸出冊数や貸出可能な資料など、利用についてはご利用いただくそれぞれの図書館の規則に

従ってください。

○図書の返却

・借りた図書館と同じ市町の図書館へ返却の場合は、窓口又はブックポストをご利用の上、

返却して下さい。

・借りた図書館と違う市町の図書館へ返却の場合は、必ず窓口で「相互利用の返却」とお伝

えいただき、返却してください。

ますます便利に！！

平成３１年１月８日から

６市４町の図書館で相互返却が始まります！

岡山連携中枢都市圏

図書館相互利用

【髙田茉優選手【背番号１５*岐阜県出身*（ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ）セッター】

「岡山は岐阜に比べて雨が降らないことに驚きました！！」

という髙田茉優選手の「おすすめの一冊」です☆

☆ 今回ご紹介するのは、背番号１５番の髙田茉優選手!! ☆

おすすめの本：「塩の街」　　　　

　　　　　　　有川　浩／著　　　　　

★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

「ケアニン」（105分）

「なんとなく」で介護福祉士になった大森圭。職場は小規模介護施設。高齢者たちと上手

くコミュニケーションが取れない中、認知症の敬子を担当することになる。試行錯誤しな

がらも、彼は敬子との関係を深めていく。

午後２時から多目的ホールにて上映します。

たくさんのご来場

お待ちしてます！

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、新たな本との出合いはいかがですか？

１袋に３冊の本が入っていて、どんな本かは借りてから

のお楽しみ！

＜期間＞１２月２２日（土）～ ※休館日をのぞく

＜数量＞先着１２０袋 ※なくなり次第終了

●０～３歳向け ●中高生向け

●幼児～小学校低学年向け ●大人向け

●小学校中・高学年向け

今年も

おすすめの一言：有川浩さんが書かれた作品はどれも面白いで

                     すが、中でもこの本は特に非現実的な内容で、

                     人間の色んな感情が描かれているところが面

　　　　　　　　白いです！
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「日本の野鳥鳴き声映像図鑑」
（ＤＶＤ）

【内容紹介】
日本で見られる野鳥たちの鳴き声と野鳥たち

の姿をNHKのアーカイブス映像から260種

類厳選。日本野鳥の会理事で野鳥の鳴き声録

音の第一人者、松田道生による各野鳥の詳し

い生態の解説文も収録した、映像で見る鳴き

声図鑑。

「わたしの町は戦場になった」
ミリアム・ラウィック、

フィリップ・ロブジョワ／著（Ｙ302.2ラ）

【内容紹介】
戦闘の影に覆われていく平和な日常。学校の

近くに落ちる爆弾、地下への避難。スナイ

パーが潜む通学路…。シリア内戦下の日々を、

1人の少女が曇りなき目で綴った、21世紀版

「アンネの日記」。

「昭和懐かし自販機巡礼」
魚谷 祐介/著（582.4ウ）

【内容紹介】
うどん、そば、ラーメン、ハンバーガー、

トーストサンド…。昭和の面影をそのまま宿す、

無人のコインスナック。全国各地に今も残る、

５０のレトロ系フード自販機を写真とともに紹

介する。調理方法や内部のしくみなども解説。

【一般書】 【ヤングアダルト】(中・高生向き図書）

【視聴覚資料】

「嘉納治五郎」

佐野 慎輔／文，しちみ楼／絵（780サ）

【内容紹介】
講道館柔道の創始者である嘉納治五郎は、

日本の若者がオリンピックに参加して、世界

平和に貢献してくれることを信じていた-。

日本のオリンピックの父・嘉納治五郎の生涯

を描く。嘉納治五郎と関係の深い人びとなど

も収録。

【児童書】

“地域コーナー展示ケース”今月の展示のご紹介

【新着図書情報】平成３０年１０月１１日～平成３０年１１月1日受入分より抜粋

請求記号 書　　名 著者 請求記号 書　　名 著者

A818.7オ 岡山県のことば 吉田　則夫 Ｆアイ 血の雫 相場　英雄

141.9イ
色と性格の心理学　－たった１秒で人を見抜く・自分を変え

る－

ポーポー・ポロダクショ

ン Ｆアキ１０ 居酒屋ぼったくり　１０ 秋川　滝美

159ナ 心に折り合いをつけてうまいことやる習慣 中村　恒子 Ｆアサ ランナー あさの　あつこ

160イ 異教の隣人 釈　徹宗 Ｆアビ 凛の弦音（つるね） 我孫子　武丸

210.0ニ 日本史　文書・書物の秘密　－学校では教えてくれない－ 山田　勝 Ｆアラ ゆっくり十まで 新井　素子

302.1ス 地図で見る日本ハンドブック レミ・スコシマロ Ｆイガ ウェディングプランナー 五十嵐　貴久

302.2ラ
わたしの町は戦場になった　－シリア内戦下を生きた少女

の四年間－
ミリアム・ラウィック Ｆイシ 崖の上で踊る 石持　浅海

317.3コ２０ 公務員をめざす人の本　’２０年版 北里　敏明 Ｆイト 男たちの船出 伊東　潤

361.8ブ ノマド　－漂流する高齢労働者たち－ ジェシカ・ブルーダー Ｆイヌ 見返り検校 乾　緑郎

366.1オ 働き方改革のすべて 岡崎　淳一 Fイマ 童の神 今村　翔吾

366.3ク
わたし８歳、職業、家事使用人。　－世界の児童労働者１

億５２００万人の１人－ 日下部　尚徳 Fイワ Ｍａｔｔ 岩城　けい

366サ ３０代の働く地図 玄田　有史 Fカツ 永遠（とわ）の詩 香月　夕花

367.3イ 「苦しい親子関係」から抜け出す方法 石原　加受子 Ｆカワ 探偵は教室にいない 川澄　浩平

367.7コ 没イチ　－パートナーを亡くしてからの生き方－ 小谷　みどり Ｆクロ 流砂 黒井　千次

385.6イ いまどきの納骨堂　－変わりゆく供養とお墓のカタチ－ 井上　理津子 Ｆケッ 決戦！設楽原　－武田軍ｖｓ．織田・徳川軍－ 宮本　昌孝

404サ
図解もっと身近にあふれる「科学」が３時間でわかる本　－

思わずだれかに話したくなる－ 左巻　健男 Ｆサカ 建設現場 坂口　恭平

410マ 知って得する！おうちの数学 松川　文弥 Ｆササ 最終標的 笹本　稜平

492.75サ
こころとカラダが最高にゆるむいやしのツボ生活　－しろく

まくんがおてつだい－ 斎藤　充博 Ｆシゲ どんまい 重松　清

498.58コ 医者が考案した「長生きみそ汁」 小林　弘幸 Ｆシノ 人喰観音 篠　たまき

498.58フ デブ菌撲滅！藤田式食前酢キャベツダイエット 藤田　紘一郎 Ｆシバ リベンジ 柴田　哲孝

501.4サ 世界史を変えた新素材 佐藤　健太郎 Ｆショ 春は始まりのうた　－マイ・ディア・ポリスマン－ 小路　幸也

548.3タ
シーケンス制御が一番わかる　－一連の動作を自動で順

序通りに行う技術－ 武永　行正 Ｆショ ウラミズモ奴隷選挙 笙野　頼子

594ぺ
ペットボトルキャップで作るかわいいこもの　－身近な材料

で手作りを楽しもう！！－ Ｆシラ 無事に返してほしければ 白河　三兎

596.0イ アフロえみ子の四季の食卓　－レシピがいらない！－ 稲垣　えみ子 Ｆシン ヘブン 新野　剛志

596.6イ
ポリ袋でつくるたかこさんの焼き菓子　－材料を入れて混

ぜて焼くだけ。おやつパンも！－ 稲田　多佳子 Fスオ 高天原－厩戸皇子の神話 周防　柳

599エ
だいじょうぶだよ、モリス　－「こわい」と「いやだ」がなくな

る絵本－

カール＝ヨハン・エリー

ン Ｆタワ 穴あきエフの初恋祭り 多和田　葉子

611ノ 農家が消える　－自然資源経済論からの提言－ 寺西　俊一 Ｆツキ 東京輪舞（ロンド） 月村　了衛

627.8コ コケリウム　－コケでつくるはじめてのテラリウム－ 陶　武利 Ｆドウ 白いジオラマ 堂場　瞬一

723.3キ 人騒がせな名画たち　－目からウロコ－ 木村　泰司 Ｆトオ ドライブインまほろば 遠田　潤子

748タ ＡＵＲＯＲＡ 谷角　靖 Ｆトビ 零號琴 飛　浩隆

754.9オ
大人かわいい折り紙＆雑貨　－遊んで飾れる、贈って喜ば

れるペーパークラフトが勢ぞろい！－

日本ペーパーアート協

会 Fナカ その先の道に消える 中村　文則

793コ 農の生け花とともに　－出会いと学びに感謝をこめて－ 小宮　満子 Ｆナカ ダンデライオン 中田　永一

809ヒ
６５歳から頭がよくなる言葉習慣　－楽々の「メモる・言い換

え・要約」のすすめ－ 樋口　裕一 Ｆニシ 掟上今日子の乗車券 西尾　維新

816ビ
即効！成果が上がる文章の技術　－人気コラムニスト直

伝！－ 尾藤　克之 Ｆハタ 神さまを待っている 畑野　智美

910.2ミ 宮部みゆき全一冊 宮部　みゆき Ｆハラ ねじれびと 原　宏一

914.6イ ドイツ職人紀行 池内　紀 Ｆヒガ 沈黙のパレード 東野　圭吾

914.6セ 先生、ちょっと人生相談いいですか？ 瀬戸内　寂聴 Ｆホン 時代 本城　雅人

914.6マ アディオス！ジャパン　－日本はなぜ凋落したのか－ 真山　仁 Ｆミサ ３０センチの冒険 三崎　亜記

914.6ム となりの脳世界 村田　沙耶香 Ｆミナ 夜のリフレーン 皆川　博子

914.6ヨ 「違うこと」をしないこと 吉本　ばなな Ｆミネ 走馬灯症候群 嶺里　俊介

915.6タ
父より娘へ谷崎潤一郎書簡集　－鮎子宛書簡二六二通を

読む－ 谷崎　潤一郎 Ｆモリ 雨上がりの川 森沢　明夫

933.7オ パワー ナオミ・オルダーマン Ｆヤツ 刀と算盤　－馬律流青春雙六－ 谷津　矢車

943.7ギ 黄色の扉は永遠（とわ）の階　－第三の夢の書－ ケルスティン・ギア Fユメ バロルの晩餐会　－ハロウィンと五つの謎々－ 夢枕　獏

949.3フ ８３　１/４歳の素晴らしき日々 ヘンドリック・フルーン Ｆヨシ 前世は兎 吉村　萬壱

949.8バ ブリット＝マリーはここにいた フレドリック・バックマン Ｆレイ 手をつないだままさくらんぼの館で 令丈　ヒロ子

953.7ゲ ヨーゼフ・メンゲレの逃亡 オリヴィエ・ゲーズ B811.2ヨ 読めそうで読めない漢字書けそうで書けない漢字 大人の漢字力研究会

１２月１日（土）～１２月２７日（木）

作　品：羊のしごと　～羊毛作品～

作　者：安見 みさこさん（赤磐市在住）

　趣味で始めた羊毛を使った作品作りは40年位に。普段は

羊毛を紡いで、織って洋服を作っていますが、図書館で展

示をするにあたってフェルトで小物を新たに作りました。

フェルトから手作りで、様々な色の羊毛を縦横に並べお湯と洗剤を含ませ

て擦って縮絨させたフェルトは何ともいえない風合いで、目からも温もり

を感じられます。

　寒くなってきたこの季節にピッタリの展示ですので、是非ご覧ください。　


