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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】

『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☆
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☆ 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☆

【下司響生選手 背番号３２*福岡県出身*（ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ）アウトサイドヒッター】

おすすめの本：「あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。」　　　　

　　　　　　　岡田麿里／著　　　　　

おすすめの一言：小さい頃に亡くなった友達が自分の目の前に成

　　　　　　　　長した姿で現れる場面が印象的で面白く、最後

　　　　　　　　が感動的すぎるところがおすすめです。

千年前の「源氏物語」には宮中の儀式「五節の舞」が

書かれています。

『令和』の現代に、それがよみがえります。

五節の舞を中心に、雅楽とその古典をやさしく解説します。

日時：６月７日（金） 午後１時３０分～３時３０分

場所：中央図書館 多目的ホール

講師：石本 彰さん（元岡山大学非常勤講師）

定員：５０人（先着順）

【参加申込について】

５月１０日（金）午前１０時から 中央図書館 で受け付けします。

お電話でのお申込みもできます。（電話：086-955-0076）

◆参加費無料◆

”サマータイム”がはじまります！！

６月１日（土）から８月３１日（土）まで、図書館の開館時間が変わります。

中央図書館は午前９時から午後７時まで開館します。

（木曜は午前９時から午後８時まで）

今年の夏もサマータイムを始めます。

朝は９時から開いているので、朝の散歩の途中、休憩に図書館に立ち寄って、新聞や雑誌を

読んでいただけます。

お出かけ前に寄って本を返却したり借りていただくこともできます。また、夜の７時まで

開いているので、仕事帰りにちょっと図書館へ寄り道することもできます。

暑い夏、朝夕の時間を有効に使って、図書館で有意義な時をお過ごしください。

中央図書館は午後９時から午後７時まで開館します。

（木曜は午前９時から午後８時まで）

※赤坂図書館・熊山図書館・吉井図書館の開館時間は午前９時から午後６時までです。

    　○木曜日は午後８時まで

　　　　　 6月…開館時間：午前９時から午後７時まで
　　　　　　　　  　　　　 ○木曜日は午後８時まで

 は休館日　5月…開館時間：午前10時から午後６時まで
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「父、帰る」
（ＤＶＤ）

【内容紹介】

12年間家を空けていた父が突然帰ってき

た。写真でしか見たことのない父の出現に

とまどう兄弟。しかし、無口で何の説明も

しない父は、二人を湖への小旅行に誘う

が･･･。

家族とは何かを問う衝撃の感動作。

「ものがたり西洋音楽史」
近藤 譲／著（Y762コ）

【内容紹介】
神への祈りの言葉を起源とする中世の教会

音楽。多声音楽が花開いたルネサンス期。お

ぴらが誕生し、楽器が興隆したバロック時

代･･･。

時代を代表する作曲家と作品や、演奏法、

作曲法、音楽についての考え方の変遷をた

「なぜか生きのこったへんな動物」
今泉 忠明/編（489イ）

【内容紹介】

ハダカデバネズミは空気がなくても生き

られる、ミユビナマケモノは死んでも木から

はなれない…。動物地理区ごとに、そこで生

きのびた、とりわけへんな動物たち１０１種

を、イラストとともに紹介する。

【一般書】 【ヤングアダルト】(中・高生向き図書）

【視聴覚資料】

「数え方図鑑」

やまぐち かおり／絵（８１５カ）

【内容紹介】
チョウを「匹」ではなく「頭」で数えるの

はどんなとき? 人間の数え方は、死んだあと、

どんどん変わる!? 生きものや人、食べもの、

モノの数え方を、絵と文章でくわしく解説し

ます。おさらいクイズも掲載。

【児童書】

“地域コーナー展示ケース”今月の展示のご紹介
５月１日（水）～５月３１日（金）

展示作品：植物画

作　　者：赤磐市立中央公民館自主グループ「植物画」

　植物画は、写真の無かった時代に、有用な植物を

記録するために描かれました。

　植物の自然な姿をそのままに、丁寧に観察し、細

密に描き込むのは簡単ではありませんが、仲間と一

緒に楽しんでいます。

【新着図書情報】平成３１年３月１４日～平成３１年４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

007.3シ
給与も賞与も、社員みんなで決めてます

   －働きがいＮｏ．１企業になった小さな会社の物語－ 新免　玲子 Ｆアイ キッド 相場　英雄

049ア ソロ活女子のススメ 朝井　麻由美 Ｆアケ２ わたし、定時で帰ります。〔２〕　ハイパー 朱野　帰子

141.8ジ 世界が動いた「決断」の物語 スティーブン・ジョンソン Ｆアサ 死にがいを求めて生きているの 朝井　リョウ

159ナ
チャンスは「ムダなこと」から生まれる。

                        －自分の価値に気づく５６の方法－ 中谷　彰宏 Ｆアズ 方丈の弧月　－鴨長明伝－ 梓澤　要

289.1ア これからを生きる君へ 天野　篤 Ｆアラ 神を統べる者　覚醒ニルヴァーナ篇 荒山　徹

290.9ミ
旅行が２００％楽しくなる！スーツケース収納術　－不器用

でもズボラでもマネできる－ 三田村　蕗子 Ｆアリ こうして誰もいなくなった 有栖川　有栖

291.7ク 岡山県の山 黒瀬　大亮 Ｆアン 逃げ出せなかった君へ 安藤　祐介

334.4ナ 外国人労働者・移民・難民ってだれのこと？ 内藤　正典 Ｆイガ マーダーハウス 五十嵐　貴久

336.4サ
図解いちばんやさしく丁寧に書いた就業規則の本　－働

き方改革対応！就業規則のキホンがまるわかり－ 佐藤　文子 Ｆイト 真実の航跡 伊東　潤

336.4チ
異文化理解の問題地図　－「で、どこから変える？」グ

ローバル化できない職場のマネジメント 千葉　祐大 Ｆイヌ ジグソーパズル 乾　くるみ

336.4ヨ 職場のクセモノと付き合う技術 横山　信治 Ｆウサ いきぢごく 宇佐美　まこと

336ミ
最新ビジネスマナーと今さら聞けない仕事の超基本

            －ビジュアル版－ 宮本　ゆみ子 Ｆオオ 渦　－妹背山婦女庭訓魂結び－ 大島　真寿美

361.4シ 「一見、いい人」が一番ヤバイ 下園　壮太 Ｆオオ 鬼憑き十兵衛 大塚　巳愛

366.9マ 過労死　－その仕事、命より大切ですか－ 牧内　昇平 Ｆカノ 新宿花園裏交番坂下巡査 香納　諒一

367.3サ 家族終了 酒井　順子 Ｆキザ カゲロボ 木皿　泉

367.7オ
人生がときめく老い支度実践！

                       －眠れないほど面白い！－ 岡田　信子 Ｆキタ 中野のお父さんは謎を解くか 北村　薫

368カ 超孤独死社会　－特殊清掃の現場をたどる－ 菅野　久美子 Ｆキタ４ チンギス紀　４　遠雷 北方　謙三

489.5バ パンダのすべて　－愛くるしすぎるイキモノ－ 今泉　忠明 Ｆキリ とめどなく囁く 桐野　夏生

493.14ミ 花粉症は１週間で治る！ 溝口　徹 Ｆクボ トリニティ 窪　美澄

493.63ウ
ウルトラ図解関節リウマチ　－病気を進行させない早期対

応と治療の最新知識－ 宮坂　信之 Ｆゴ バッドビート 呉　勝浩

494.5ワ がんを生き抜く最強ごはん 和田　洋巳 Ｆコン 機捜２３５ 今野　敏

498.9ヤ 私は虐待していない　－検証揺さぶられっ子症候群－ 柳原　三佳 Ｆコン 呪護 今野　敏

518.8チ
超入門！ニッポンのまちのしくみ　－「なぜ？どうして？」

がわかる本－ 福川　裕一 Ｆサイ 隠居すごろく 西條　奈加

527.0オ
日本の名作住宅の間取り図鑑

                         －住まいの歴史がマルわかり－ 大井　隆弘 Ｆサエ 山海記 佐伯　一麦

537.1ア クルマのメカニズム大全　－カラー徹底図解－ 青山　元男 Ｆサワ 予言の島 澤村　伊智

570.2カ 化学のしごと図鑑　－きみの未来をさがしてみよう－ 近畿化学協会 Ｆサワ 落花 澤田　瞳子

590.4モ 使い果たす習慣 森　秋子 Ｆシノ 肖像彫刻家 篠田　節子

596.3ヤ 季節のお漬けもの　－少量でもおいしい体にやさしい－ 山田　奈美 Ｆシン 少年は死になさい・・・美しく 新堂　冬樹

596.4キ 日本一美味しいのり弁の作り方 杵島　直美 Ｆスミ 麦本三歩の好きなもの 住野　よる

611.8ハ
知らなきゃ損する農家の年金・保険・退職金　－上手な加

入・掛け金で税金も安くなる－ 林田　雅夫 Ｆセオ 傑作はまだ 瀬尾　まいこ

627.8ソ
はじめての苔テラリウム

  －失敗しない植え方・育て方・メンテナンスがわかる－ 園田　純寛 Ｆタカ 雨にも負けず　－小説ＩＴベンチャー－ 高杉　良

645.7テ てらねこ　－毎日が幸せになるお寺と猫の連れ添い方－ 石原　さくら Ｆタニ 崖っぷちパラダイス 谷口　桂子

645.7ネ
ネコの気持ちと飼い方がわかる本

             －しぐさや行動を探る最新アプローチ！－
Ｐｅｔ 　Ｃｌｉｎｉｃアニホス Ｆタニ 藁の王 谷崎　由依

699.6チ チコちゃんに叱られる－Don't　sleep　through　life！－
NHK「チコちゃんに叱ら

れる！」制作班 Ｆチネ レフトハンド・ブラザーフッド 知念　実希人

726.1ヤ ヴィオラ母さん　－私を育てた破天荒な母・リョウコ－ ヤマザキ　マリ Ｆツジ 傲慢と善良 辻村　深月

814.4ホ
このことわざ、科学的に立証されているんです　－人生に

活かせる！－ 堀田　秀吾 Fドバ いも殿さま 土橋　章宏

911.4シ
シルバー川柳　大安吉日編

　　　　　　　－笑いあり、しみじみあり－
みやぎシルバーネット Ｆナガ 大統領に告ぐ　－新橋署刑事課特別治安室<ＮＥＯ>－ 永瀬　隼介

914.6ア ゆうゆうヨシ子さん　－ローボ百歳の日々－ 嵐山　光三郎 Ｆナカ１ ミネルヴァとマルス　上　－昭和の妖怪・岸信介－ 中路　啓太

914.6ソ 自分流のすすめ　－気ままな私と二匹の猫たち－ 曽野　綾子 Ｆナカ２ ミネルヴァとマルス　下　－昭和の妖怪・岸信介－ 中路　啓太

914.6ハ マリコを止めるな！ 林　真理子 Ｆニシ 夢の迷い路 西澤　保彦

914.6ム もみじの言いぶん 村山　由佳 Ｆホン 崩壊の森 本城　雅人

914.6ヨ 思わず考えちゃう ヨシタケ　シンスケ Ｆマツ 人外 松浦　寿輝

916ム がんと生き、母になる　－死産を受け止めて－ 村上　睦美 Ｆミナ 夜のアポロン 皆川　博子

933.7ヴ 荒野にて ウィリー・ヴローティン Ｆムラ 飛族 村田　喜代子

943.7フ 座席ナンバー７Ａの恐怖
セバスチャン・フィチェッ

ク Ｆモロ 尼子姫十勇士 諸田　玲子

943.7べ トリック エマヌエル・ベルクマン Ｆヤマ 夜の塩 山口　恵以子


