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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☆

岡山でびっくりしたことは「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☆

☆ 今回ご紹介するのは、背番号26番の長瀨そら選手!! ☆

おすすめの本：「君の膵臓をたべたい」　　　　

　　　　　　　住野よる／著　　　　　
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リサイクルブックフェア
赤坂・熊山・吉井でも

同期間開催！

　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。

期間中はご家庭で不用

になった本の持込もでき

ますよ♪

おすすめの一言：すごく深みのある作品でとても感動しまし

　　　　　　　　た。主人公の桜良と隠キャラの僕。独特の

　　　　　　　　世界観を持っていて、私のお気に入りです。

【長瀨そら選手 背番号26*兵庫県出身*

  　　　      （ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ）アウトサイドヒッター・ミドルブロッカー】

【新着図書情報】平成３１年２月１４日～平成３１年３月７日受入分より抜粋

請求記号 書　　名 著者 請求記号 書　　名 著者

A596.3ク 岡山さわら本　－さわら料理３２レシピ集－ 窪田　悟 Ｆアカ 花嫁は迷路をめぐる　－ユーモアサスペンス－ 赤川　次郎

002.7イ わかりやすさの罠　－池上流「知る力」の鍛え方－ 池上　彰 Ｆアケ くらやみガールズトーク 朱野　帰子

007.1セ
中学数学からはじめる暗号入門　－現代の暗号はどのよう

にして作られたのか－ 関根　章道 Ｆアサ 僕の母がルーズソックスを 朝倉　宏景

019.5ナ スポーツするえほん 中川　素子 Fイシ 不死鳥少年　－アンディ・タケシの東京大空襲－ 石田　衣良

143.7ナ
まいにちが、あっけらかん。　－高齢になった母の気持ちと

行動が納得できる心得帖－ なとみ　みわ Ｆイノ あちらにいる鬼 井上　荒野

146.8ワ
自分を好きになりたい。　－自己肯定感を上げるために

やってみたこと－
わたなべ　ぽん Fイマ 父と私の桜尾通り商店街 今村　夏子

291.0ナ 何度も見に行きたい！関西中国四国の絶景 Ｆイマ 魔眼の匣の殺人 今村　昌弘

318.6チ 地域おこし協力隊　－１０年の挑戦－ 椎川　忍 Ｆイマ てらこや青義堂　－師匠、走る－ 今村　翔吾

332.0ジ
資本主義って悪者なの？　－ジグレール教授が孫娘に語る

グローバル経済の未来－
ジャン・ジグレール Ｆイマ 光の人 今井　彰

332.1ノ 平成はなぜ失敗したのか　－「失われた３０年」の分析－ 野口　悠紀雄 Ｆオオ ミート・ザ・ジャンパーズ！ 太田　忠司

336.4ア
プレゼン・コンシェルジュが教える社会人１年目の「アピり

方」　－さりげないからこそ効果抜群－ 天野　暢子 Fオク 圓朝 奥山　景布子

338.8コ これ一冊で安心！投資信託のはじめ方 大竹　のり子 Fカキ 姑の遺品整理は、迷惑です 垣谷　美雨

361.6ア アラフォー・クライシス　－｢不遇の世代｣に迫る危機－
ＮＨＫ｢クローズアップ現

代＋｣取材班 Ｆカジ お茶壺道中 梶　よう子

364.6オ
６０歳からの働き方で、もらえる年金がこんなに変わる　－

年金に詳しくないサラリーマンの老後を守る本－ 奥野　文夫 Ｆカツ オーディションから逃げられない 桂　望実

365.5セ 生活者の平成３０年史－データでよむ価値観の変化－ 博報堂生活総合研究所 Fカト 家康に訊け 加藤　廣

367.2コ
さよなら！ハラスメント　－自分と社会を変える１１の知恵

－ 小島　慶子 Ｆカネ 壺中に天あり獣あり 金子　薫

369.3ピ 世界の核被災地で起きたこと フレッド・ピアス Fキノ 炯眼に候 木下　昌輝

385.6モ 喪主ハンドブック　－９０分でわかる！－ 柴田　典子 Ｆクマ エスケープ・トレイン 熊谷　達也

481.3カ
ヘビってオナラするの？－動物学者による世界初の生き物

屁事典－
ニック・カルーソ Ｆコウ 人工知能 幸田　真音

493.38オ 医者が教える肺年齢が若返る呼吸術 奥沖　哲弥 Fコデ 瞳のなかの幸福 小手鞠　るい

498.3ヒ 疲労回復ストレッチ　－お疲れリセットその日のうちに－ 小林　邦之 Fコバ 救いの森 小林　由香

498.58ク
医師が考案おかずみそ汁ダイエット　－ついた脂肪が即

スッキリ！－ 工藤　孝文 Ｆコン スクエア 今野　敏

519.1セ
「脱使い捨て」でいこう！　－世界で、日本で、始まっている

社会のしくみづくり－ 瀬口　亮子 Ｆコン みかんとひよどり 近藤　史恵

531.9コ
わかる！使える！製図入門　－<基礎知識><指示方法><

実作業>－ 小池　忠男 Ｆサエ 狂歌 佐伯　琴子

589.7ブ１９
文房具完全ガイド〔２０１９〕常識をくつがえす！文房具ベス

トヒット４１２ Ｆサワ ひとんち　－澤村伊智短編集－ 澤村　伊智

596.3カ
なんでも、漬けもの。　－いつもの調味料でぱぱっと作れる

献立やお弁当にぴったりの１４２品－ 河井　美歩 Ｆショ ショートショートドロップス 新井　素子

596ノ 脳がよみがえる「水煮缶」レシピ　－認知症予防！－ 佐古田　三郎 Ｆシラ プラスチックの祈り 白石　一文

596マ 日本一の給食メシ－栄養満点３ステップ簡単レシピ１００－ 松丸　奨 Ｆスガ わるもん 須賀　ケイ

596ヨ 一肉一菜おかず　－買い物がラク、調理もカンタン－ 吉田　麻子 Ｆスナ 戦場のレビヤタン 砂川　文次

596ワ フライパン煮込み 若山　曜子 Ｆタカ ほとほと　－歳時記ものがたり－ 高樹　のぶ子

597.5ス
死んでも床にモノを置かない、　－片付け・掃除上手がやっ

ている「絶対やらない」ことのルール－ 須藤　昌子 Fタキ うちのレシピ 瀧羽　麻子

673.3サ アパレル・サバイバル 齋藤　孝浩 Ｆツジ インソムニア 辻　寛之

673.9エ 銭湯図解 塩谷　歩波 Ｆドウ ザ・ウォール 堂場　瞬一

686.2テ
鉄道伝説　完全保存版　－昭和・平成を駆け抜けた鉄道た

ち－

ＢＳフジ「鉄道伝説」制

作班 Ｆナカ 残りものには、過去がある 中江　有里

693.8タ 切手もの知りＢｏｏｋ　－収集を楽しむ４０話－ 田辺　龍太 Ｆナツ 新章神様のカルテ 夏川　草介

724ワ ホッとする絵手紙　－描き方とアイデアヒント集－ 若海　美智子 Ｆヒョ トイレで読む、トイレのためのトイレ小説 雹月　あさみ

725オ
いちばんていねいな、人物のデッサン　－オールカラーだ

から見やすい＆わかりやすい－ 小椋　芳子 Ｆフク 梟の一族 福田　和代

754.9ス
素敵にアレンジ　マスキングテープをもっと楽しむ本　新版

（コツがわかる本） フィグインク Ｆフジ 東京の子 藤井　太洋

809.4ナ 緊張して話せるのは才能である 永井　千佳 Ｆフル この道 古井　由吉

809.4ヤ もっと心とカラダを整えるおとなのための１分音読 山口　謠司 Ｆマス 闇夜の底で踊れ 増島　拓哉

809.6ニ
仕事の質が劇的に上がる８８の質問　－改革はチームの会

議から－ 新岡　優子 Fマチ ぼくはきっとやさしい 町屋　良平

910.2ヤ 文豪お墓まいり記 山崎　ナオコーラ Ｆミノ 千里の向こう 蓑輪　諒

914.6キ 人生後半、はじめまして 岸本　葉子 Ｆモリ 毒よりもなお 森　晶麿

914.6ム この先には、何がある？ 群　ようこ Ｆヤツ 奇説無惨絵条々 谷津　矢車

916キ シングル父さん子育て奮闘記 木本　努 Fヤマ 趣味で腹いっぱい 山崎　ナオコーラ

933.7リ 生まれ変わり ケン・リュウ Fヨコ ノースライト 横山　秀夫

４月１日から、岡山連携中枢都市圏・図書館相互利用に、津山市が加わりまし

た。赤磐市にお住まいの方も、津山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、瀬戸内市、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。

津山市も加入★

岡山連携中枢都市圏・図書館相互利用
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3126 27 28 29 30図書館ホームページをリニューアルしました！
赤磐市立図書館のホームページが、蔵書点検の際にリニューアルされていることに

お気づきでしょうか？ ガラリと変わっているわけではありませんが、ご覧になる方が

見やすいように、少し更新しています。ぜひ一度ご確認ください。

図書館ホームページに新しい機能が追加されました！
利用者ポータルに新しい機能が追加されました。追加された機能は以下のとおりです。

ぜひご利用ください。

・「Ｍｙ本棚」機能の追加
図書館で借りた本の履歴を残す「借りた本」のページができました。借りた本の利用は、

利用照会からＭｙ本棚をひらいていただき、借りた本をクリックし、貸出履歴保存開始を

選択してください。開始をしてからの履歴が残っていきます。(開始する前の履歴は残り

ません)

・メールマガジン配信の開始
メールマガジンの配信を登録いただき、キーワード設定をされると、

毎週金曜日に新着図書の中から設定されたキーワードが該当する

図書の案内を送付することができるようになります。
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「あの日の写真館46 岡山県」
（ＤＶＤ）

【内容紹介】
岡山県の明治30年頃から昭和17年までの風

景などの画像を、音楽にのせて紹介。「昭

和の生活道具」「服装の移り変わり」も収

録。生活感あふれる懐かしい風景がＤＶＤ

で蘇る。

「不便益のススメ」
川上 浩司／著（Y501カ）

【内容紹介】
効率化や自動化の逆にあたる「不便益」の発

想から生まれたデザインは、便利追求が見逃

してきた、けれど本当は大切な視点を内包し

ている。そんな新しい思想・指針を具体的な

デザイン・モノを通して紹介。

「日本人のおなまえっ！

日本がわかる名字の謎」
ＮＨＫ番組制作班/編（288.1ニ）

【内容紹介】
羽生善治さんと羽生結弦さん、名字の読み方

が違うのはなぜ？超レア名字、超難読名字、

あっと驚く由来の名字を集めた傑作選。興味

深いエピソードを多数紹介する。

【一般書】 【ヤングアダルト】(中・高生向き図書）

【視聴覚資料】

「なんでもおんなじ？」

コリンヌ・アヴェリス／作，

スーザン・バーレイ／絵（Eヴ キ）

【内容紹介】
りすのソレルとセージは、すきな歌も、しっぽ

の模様も、なんでも同じ。でもある日、ソレル

はふたりの違うところを知ってしまい…。はじ

めての友だちに、ちょっぴり不安を感じている

子の背中をそっとおしてくれる絵本。

【児童書】

“地域コーナー展示ケース”今月の展示のご紹介
４月２日（火）～４月３０日（火）

作　品：木工

作　者：石原　敦さん（赤磐市在住）

　木工は定年後の趣味として始められ、壺や

茶たく、菓子器など身の回りの生活道具を中

心に、仲間と一緒に生きがいセンターで作品

づくりに励んでおられます。

優しい風合いの作品をどうぞご覧ください。
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トヒット４１２ Ｆサワ ひとんち　－澤村伊智短編集－ 澤村　伊智

596.3カ
なんでも、漬けもの。　－いつもの調味料でぱぱっと作れる

献立やお弁当にぴったりの１４２品－ 河井　美歩 Ｆショ ショートショートドロップス 新井　素子

596ノ 脳がよみがえる「水煮缶」レシピ　－認知症予防！－ 佐古田　三郎 Ｆシラ プラスチックの祈り 白石　一文

596マ 日本一の給食メシ－栄養満点３ステップ簡単レシピ１００－ 松丸　奨 Ｆスガ わるもん 須賀　ケイ

596ヨ 一肉一菜おかず　－買い物がラク、調理もカンタン－ 吉田　麻子 Ｆスナ 戦場のレビヤタン 砂川　文次

596ワ フライパン煮込み 若山　曜子 Ｆタカ ほとほと　－歳時記ものがたり－ 高樹　のぶ子

597.5ス
死んでも床にモノを置かない、　－片付け・掃除上手がやっ

ている「絶対やらない」ことのルール－ 須藤　昌子 Fタキ うちのレシピ 瀧羽　麻子

673.3サ アパレル・サバイバル 齋藤　孝浩 Ｆツジ インソムニア 辻　寛之

673.9エ 銭湯図解 塩谷　歩波 Ｆドウ ザ・ウォール 堂場　瞬一

686.2テ
鉄道伝説　完全保存版　－昭和・平成を駆け抜けた鉄道た

ち－

ＢＳフジ「鉄道伝説」制

作班 Ｆナカ 残りものには、過去がある 中江　有里

693.8タ 切手もの知りＢｏｏｋ　－収集を楽しむ４０話－ 田辺　龍太 Ｆナツ 新章神様のカルテ 夏川　草介

724ワ ホッとする絵手紙　－描き方とアイデアヒント集－ 若海　美智子 Ｆヒョ トイレで読む、トイレのためのトイレ小説 雹月　あさみ

725オ
いちばんていねいな、人物のデッサン　－オールカラーだ

から見やすい＆わかりやすい－ 小椋　芳子 Ｆフク 梟の一族 福田　和代

754.9ス
素敵にアレンジ　マスキングテープをもっと楽しむ本　新版

（コツがわかる本） フィグインク Ｆフジ 東京の子 藤井　太洋

809.4ナ 緊張して話せるのは才能である 永井　千佳 Ｆフル この道 古井　由吉

809.4ヤ もっと心とカラダを整えるおとなのための１分音読 山口　謠司 Ｆマス 闇夜の底で踊れ 増島　拓哉

809.6ニ
仕事の質が劇的に上がる８８の質問　－改革はチームの会

議から－ 新岡　優子 Fマチ ぼくはきっとやさしい 町屋　良平

910.2ヤ 文豪お墓まいり記 山崎　ナオコーラ Ｆミノ 千里の向こう 蓑輪　諒

914.6キ 人生後半、はじめまして 岸本　葉子 Ｆモリ 毒よりもなお 森　晶麿

914.6ム この先には、何がある？ 群　ようこ Ｆヤツ 奇説無惨絵条々 谷津　矢車

916キ シングル父さん子育て奮闘記 木本　努 Fヤマ 趣味で腹いっぱい 山崎　ナオコーラ

933.7リ 生まれ変わり ケン・リュウ Fヨコ ノースライト 横山　秀夫


